
2020 年 秋の剪定 

良い芽 伸び過ぎ 

芽が見えない 

他を探す方がよい 
節で剪定（上か下） 

下部に葉があること 

 

               

 令和 2年 8月 14 日（金）             

                                       

                                            横浜ばら会  

                                             今井宣代    

 

コロナ禍の中、春同様 秋のバラ展も幻の秋展と化します。咲いたバラは写真に収める、ばら会ホーム

ページに投稿する、等等 目標を見失うことなく栽培を続けたい。 

今剪定は木立性四季咲きバラに拘り、肥料、潅水、薬剤、も略 

し、きれいに咲かせる切りバラ栽培を考えてみました。  

剪定は 9月 12 日（土）頃、上部より 1/3～1/4 位の葉のある幹 

が柔実した新鮮な芽を見つけて 7㎜上を切ります。 

 

   
 

 
                                   

  
   

  
 

剪定前        剪定後     鉢植えの剪定      

                                     

 
 

 

 

 

 

 

                                       

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
  
                 

  
伸びた芽をソフト 
ピンチ 
期待される幹である 
 

場所に余裕があれば横にする     節からの伸び出し                       
a、b. c、辺りの芽が伸出す？     ２枝位を残す      

 

折曲げによる芽の伸び 

折った個所には癒合剤 



 
競技用切りバラを育て綺麗に咲かせる 

 

昭和 34 年（1959）辺りから人気噴出したＨＴ種は現在アンティーク系に押され気味ですが、その屹立
きつりつ

した

花様は優美で揺るぐことなく正にバラの王道を行く品種群であると思います。ばら会の発足当初を偲べばそ

こにはバラマニアの高い志がありました。先輩方は競い合って栽培し バラの良さを啓発、宣伝したのです。 

昭和 50 年(1975)代、輸入されるＨＴバラは栽培が容易でないものも多かった。が、それぞれに魅力はい 

っぱいで、驚きと感動をもって迎えられた と当時を藤岡友宏氏はバラ誌に寄せられている。 

栽培から出品までの要点。 ぜひ挑戦して頂きたい！ 

1. まず場所を選定し、好きなＨＴ種で最少でも同じ品種 3株、を植える(～5株)。鉢栽培も同様である。 

2. 風避け虫除け：栽培場所を決めたら、周りに高さ 3m 位の支柱を立て暴風ネットや葦簀
よ し ず

で囲む。前面は

開閉可能に工夫する。この作業は 1.と前後する。 

3.  雨避け：上部がビニルシートの場合、網目の広いネットで押える。上部が暴風ネットの場合、傘やビニ

ル袋を使う。ビニル袋は蕾に縞
しま

が見える頃迄に着け、萼片が外れてからでは遅い。 

  なお、上部のビニルやネットは巻取り可能にし4.5.6月と 9.10.11 月以外は覆わず解放しておくとよい。 

4. 幹や花首の曲り直し：開花 10 日前位から、元気なステムへ花首から長さ約 65 ㎝径 5㎜の角棒を添え 洗

濯挟みで潰れ
つぶ

ない幹の方から 3個所（以上）を止める。更に下部がぐらつかないよう固定する。 

矯正が不要な品種は多い。R-ハイネス、K-パーフェクタ、R-ライオン、R-クリフなど。 

5. 出品に際して：花に陽が当たる前の二～三部咲きを切る。1～2輪を生ける長さは花首から花瓶の口ま 

で 50 ㎝で 5 枚葉が 3 枚以上あることと決まっている。但し、50㎝より短くてもその間に 5枚葉が 3枚 

（以上）あればよい。これに水に浸かる長さ 10～20 ㎝程が加わるので 60㎝位にはなる。 

前の晩に二分咲き位を切って水揚げしておくこともある。花の延命には HB101、ハイター。 

バラは１本ずつ柔らかい紙などで花や葉を包み、水切りしてバケツなどで運びます。開きが早まる原因 

として 移動中の直射日光や振動 があるので気をつけたい。 

6. 審査：花は五～七部咲を見ます。開き過ぎや固めは失格。花弁のシミ、亀裂、病気、虫の被害痕はＮＧ。 

7. ドレッシング：花芯の乱れ、花弁の重なり、花弁のバランス、を整えます。花は雄大で芯がまとまり正

五角形か円形で正面を向いている。を良しとします。外弁は水平から下に垂れないことも大切です。花

芯が審査員にも見えるように生けます。ドレッシングは 「手を加えたな」 と審査員に判ってしまっ

たらアウトです。悪い花はいくらドレッシングしても無理です！ 種目には、1，2，3，5,10,輪と盛花

があり 2輪以上は幹の太さ、丈、花の大きさ を揃えることも重要です。 

   それから、結果に関して 出品花や審査を悪く言い合うのは大変見苦しいのでなるべくやめましょう。 

8. 採花数：株の状態によってはたくさん咲かせない。枝数にもよるが鉢植えでは 8 号で 4 輪～最終 11 月

末までに計 6輪位迄か。1～3輪に集中することもある。 

地植えも品種によっては花数を減らします。 

ステムが太ければよいバラが咲くとは言えない。 

9. そのバラの特性：花の開きが早い遅い。春の花がよい秋の 

方がよい。肥料は多肥を好むか寡肥か。水遣りは多めか普 

通か、（一般に蕾が見えたら開花寸前まで水やりは頻繁に 

する）。開花までの幹が短いか長いか、曲がりやすいか横   

張り性か。早咲きか遅咲きか。うどんこ病にかかりやすい   

か、等を知っておく。                       

末尾に一言 これらすべてをクリアーするのは至難です。  

また、このように完璧に栽培したバラでも可視光下の露地  

で同様に咲かせたバラには敵わないという。覆うことで本 

     来の発色が損なわれるのも一因。              簡易バラ囲い《Ｗ３Ｄ２Ｈ３（m）》    

                             周りはネット、葦簀
よ し ず

など。上のビニル 

                              シートは水が溜らないように工夫する                    

                                               



添え木 

                                      

《コンテストによく出品されるＨＴ種》   
ガーデンパーティー、クリスチｱンディオール、けわい、コルデスパーフ                

ェクタ、コロラマ、コンフィダンス、ジェミニ、シージャック、手児奈、 

熱情、ノーヒ゛ー、パパメイアン、初恋、白秋､バーナビー、ブルームーン、 

マダムヴィオレ、マダムサチ、メルヘンケーニキ゛ン、レッドライオン、 

ファーストレディーアキエ、レッドクリフ、ロイヤルハイネス、ロージー 

クリスタル、---。              

《上記より少し手のかかるＨＴ種》 

あけぼの、アルスターモナーク、いざよい、香久山、ガーデンプリンス、    

清涼殿、ピンクラスター、ダークベルベット、マグレディスアイボリー、      

魅惑、ビッグチーフ、武州、リド ディローマ、スタークイーン、---。             幹の矯正 

  

               

 

 

 

 

 

ビニルや暴風ネットを挟む      洗濯挟みで幹を矯正 

                  

         横浜ばら会・初期の栞 より 
 
新型コロナウイルスで動けない現状。旧きを訪ね新しきを知る！  

会の歴史に少し寄り道してみました。 

戦後初のバラ展： 昭和 24 年 5 月 21 日～25 日迄、日本貿易博覧会反町会場の 1階で第 1回の展覧会 

が開催された。横濱ばら會（まだ正式ではない）及び、新日本ばら會（日本ばら会の前身）、全国各地 

バラ愛好家より、数百点に及ぶバラが飾られる。さらに海を越えて米国ポートランド市バラ協会より 

数十輪のバラが空輸されてきた。ピース、ショーガール、アームストロングなどが展示されたという。 

なお、日本貿易博覧会は S 24.3/15～6/15 迄の 3か月間、野毛山、反町公園の 2会場で開催。会 

期中に 360 万の人出があったという。当時 横浜の人口は約 160 万人。5 円黄銅貨発行の年である。 

驚き、興奮の中、横浜ばら会結成の機運が持ち上がったのは決して偶然ではなかった。 

横浜ばら会： 1 年後の昭和 25 年 5 月末、横濱ばら愛好会（仮称）として 横濱ばら會 は誕生した。 

会長 半井清・副会長 2名・ 役員 14 名。会員数 153 名、会費 300 円/年であった。 

バラ展： 長者町 5 丁目の開港記念バザー会場で横浜市主催でささやかな第 2 回バラ展が開催される。  

実質これが 1回目のバラ展で（25 年 5 月中旬）、会結成の少し前開催したと記されている。 

第 8 回展から 53 回秋展まで松屋デパートで開催。54 回春のバラ展より現在 139 回（2019）まで横 

浜高島屋で開催。S、52～54 年頃は会員数も 350 名以上を要し活況であった。 

ばら会栞 創刊号： 創刊は会発足 3年後の 昭和 28 年 6 月 21 日であった。程毓林（チャンユ‐リン） 

 氏が中国語で巻頭言をかざっている。編集、楠興禅氏（願成寺 住職？） 

栞は現在 60 号ですが、4号と 7号にコンテストの記事が目に留まりましたので添付しました。 

栞 第４号より ・ 1958 年（昭和 33 年） 

梅田氏の投稿 ⇒ ① 

コンテスト作りについて-- が書かれている。2段目、5行目辺り が気にならないでもない。 

栞 第７号より ・ 1963 年（昭和 38 年 12 月 30 日発行）1962 年、1963 年、の合併号。 

服部氏の投稿 ⇒ ② 

ここでもコンテストに関することが書かれている。 

                  

開き具合は
丁度良い、
欲を言えば
この花弁が
下がり気味 



                  

 ①   
拡大鏡で読んでみて下さい！ 

 

 

 



                     ② 
拡大鏡で読んでみて下さい！ 

 
 

 


