
ワシントン・パーク
国際バラ試験園

バラは5月下旬から10月にかけて咲き夜明けから
夕暮れまで大変美しい眺めを鑑賞いただけます。

ローズガーデン・ストア
850 SW Rose Garden Way, Portland, Oregon 97205
503-227-7033   |   rosefestival.org/buy/rose-garden-store

ポートランド・ローズ・フェスティバル財団が運営する 
非営利団体のミュージアムショップとして、その売上金
はポートランド市公園レクリエーション局の 一般財源
のために使われます。 ローズガーデン・ストアの季節
ごとの営業時間は下記の通りです。1月、2月は営業して
おりません。

春期　午前10時〜午後5時

夏期　午前9時〜午後7時

秋冬期　午前10時〜午後4時

 
ポートランド・ローズ・ソサ
エティー
503-777-4311   |   portlandrosesociety.org

1889年に創設された、非営利団体ポートランド・ロー
ズ・ソサエティーでは、バラ栽培に関する教育プログ
ラムを提供し、庭園設計にバラを用いることを推奨し
ています。

国際バラ試験園友の会
waparkrosefriends.org 

国際バラ試験園友の会は、バラ園の保存と保
護、向上を使命とする 非営利団体です。 友の会では、
ポートランド公園レクリエーション局 (PP&R)と協力
し、一般市民の認識を高め、専門知識と時間を費やして
くださる多くのボランティアを募って バラ園の維持向
上を推進する努力を 続けています。

歴史
ローズ・ソサエティー元会長である、 ジェシ
ー・A・カリー氏は （当時シティー・パークと
して知られていた）ワシントン・パーク内に位
置するこの場所を選び、市の指導者達を説得し
て、1917年に、米国ローズ・ソサエティーの協
力のもと、バラ試験園を発足させました。当時、
ポートランドには200マイル（約322キロメート
ル）に渡る街路をマダム・

キャロライン・テスト種(Madame Caroline 
Testout)のバラで縁取りしていました。1905年に
開かれたルイス・クラーク探検隊百年記念万国博
覧会の集客のための方策でした。その結果、ポー
トランド市はバラの街と呼ばれるようになりまし
た。

目的
試験園は、新しいバラの品種の試験場 として使用
されることを主目的としています。発足当初は、
第一次世界大戦の戦火が激しくなる中、世界中か
ら園芸品種家たちが バラを試験としてポートラン
ド市の試験園に送りました。

試験園では、610種以上、1万株を超えるバラ
が、5月下旬から10月にかけて咲き誇ります。試
験園のバラは、その大部分が市場でも入手可能で
す。 毎年、およそ10種から20種が、市場に登場
した最新しかも最良のものと植え替えられます。

手で触れたりされないように
ご注意ください。ポートランド市規約
20.12.100によって（罰金500ドル）が科せられます

試験園保護にご協力いただき、バラの花や枝を摘み取った
り、盗んだりすることはご遠慮ください。

特別イベント用レンタル
結婚式、ピクニック、コンサートをはじめ、その他の私的
なイベントの催しにワシントン・パークをご利用いただけ
ます。503-823-PLAY (7529) までお電話をいただくかまた
は、オンラインportlandoregon.gov/parks/permits でご
予約頂けます。

ガーデン・ツアー
メモリアルデー（5月最終週）からレイバーデー（9月第1
週）までの毎日午後1時には 無料ツアーが提供されていま
す。参加ご希望の方は、ローズガーデン・ストア前に ツ
アー開始10分前にお集まりください。 11人以上の団体の
場合は、お一人様 少額の料金でツアーをご利用いただけ
ます。ご予約は 503-823-3664 までご連絡ください。

試験園の支援
国際バラ試験園の入園は無料です。 

散歩道沿に設置された寄付金キオスクにお立ち寄りくださ
るか、あるいは ボランティア活動を通して皆様から援助
を受けたまわっております。ボランティア内容は、花がら
摘み、植え付け、剪定、案内のペンキ塗りや整備作業など
です。その他、造園以外では戦略企画、募金活動、教材の
更新、ガーデン・ツアーの引率、在庫記録の維持、そして 
ボランティア係の調整などがあります。試験園:503-823-
3636、あるいは ボランティアサービス課:503-823-5121
までご連絡頂けます。

ワシントン・パークについて
国際バラ試験園は、ポートランド市公園レクリエーショ
ン局(PR&R’s)のワシントン・パーク内にあり、この地
域でも最も古く、最も多くの人が訪れる場所となってい
ます。 約410エーカー（約48万4千坪）の試験園の敷地
内には、様々な記念碑、遊歩道、彫像に加え、ポートラ
ンド日本庭園、オレゴン動物園、ホイト植物園、ポート
ランド子ども博物館、世界森林センターがあります。 

試験園について
• 当試験園では、試験用に指定された区画BとCの間

にある苗床で多種多様なバラの評価プログラムを実
施しています。 試験園のその他の場所では歴史的
な意義のあるバラ、または市場向けになるバラを栽
培しています。

• バラを扱う企業は、将来導入の見込みのある品種を
試験園に送り、評価を受けることができます。 そ
れぞれの品種が試験結果によって市場に出回り、ご
家庭で植えられるようになるか決定されます。

• 試験園の高部にある遊歩道のキオスクには試験園内
のすべてのバラの名前がアルファベット順に表示さ
れ、特別のバラがどこで見られるかもわかるように
なっています。

• 試験園は、米国内の5箇所あるデビッド・オースチ
ン社®のバラの試験場のうちの一つです。 これら
のバラはテニスコート沿いに植えられており、殺菌
剤や殺虫剤は使われていません。

• 毎年秋になると、PP&Rの職員とボランティアが、
バラを36から48インチ(約91から122センチメート
ル）の高さまで剪定し、風雨から守ります。 春先
には、形を整え、元気に育つようにバラは18から
24インチ（約46から61センチメートル）の高さに
剪定されます。

ワシントン・パーク    
国際バラ試験園
バラは5月下旬から10月にかけて咲き、夜明けから夕暮
れまで大変美しい眺めを鑑賞いただけます。  
入園料金は無料です。

交通・アクセス
400 SW Kingston Avenue, Portland, Oregon 97205

車でお越しの場合は、国道26号線（US26）を72番出口
で降り、オレゴン動物園/森林センター方面へ向かいま
す。試験園の標識に従ってお進みください。

公共交通機関でお越しの場合は、トリメットマックス
ライトレール（TriMet MAX Light Rail）でレッドライ
ン（Red line）またはブルーライン（Blue line）にご乗
車いただき、ワシントン・パーク駅で下車して頂きま
す。試験園までは、無料の期間限定のシャトルサービス
（Explore Washington Park）あるいはトライメットの
バス63番（TriMet Line 63）をご利用いただけます。

自転車・徒歩でお越しの場合は、NW 23rd Avenue
から、試験園に通じるNW 24th PlaceとW Burnside 
Street間のショッピング街の舗装道路をご利用くださ
い。BIKETOWNの自転車は、試験園のすぐ手前にある
ハブに駐輪していただけます。

駐車場
ワシントン・パーク内の駐車場は小さいので、特に天気
の良い週末にはスペースに限りがあることをご了承くだ
さい。 訪問者の約4割の方は駐車場を利用せずにライド
シェアやトライメット（TriMet）をご利用するか、徒歩
や自転車でお越しになります。 試験園に到着後は無料
の期間限定シャトルでワシントン・パーク内を散策頂け
ます。駐車場、交通案内は、下記をごらんください。

国際バラ試験園　野外劇場 リー・ケリー製作のフランク・ビーチ・メモリアル・ファウンテン　

1918年のバラの前

ヴァイオレット・プライド　™ （フロリバンダ）

ハニー・ネクター　™ （グランデフローラ）
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試験園は、新しいバラの品種の試験場 として使用
されることを主目的としています。発足当初は、
第一次世界大戦の戦火が激しくなる中、世界中か
ら園芸品種家たちが バラを試験としてポートラン
ド市の試験園に送りました。

試験園では、610種以上、1万株を超えるバラ
が、5月下旬から10月にかけて咲き誇ります。試
験園のバラは、その大部分が市場でも入手可能で
す。 毎年、およそ10種から20種が、市場に登場
した最新しかも最良のものと植え替えられます。

手で触れたりされないように
ご注意ください。ポートランド市規約
20.12.100によって（罰金500ドル）が科せられます

試験園保護にご協力いただき、バラの花や枝を摘み取った
り、盗んだりすることはご遠慮ください。

特別イベント用レンタル
結婚式、ピクニック、コンサートをはじめ、その他の私的
なイベントの催しにワシントン・パークをご利用いただけ
ます。503-823-PLAY (7529) までお電話をいただくかまた
は、オンラインportlandoregon.gov/parks/permits でご
予約頂けます。

ガーデン・ツアー
メモリアルデー（5月最終週）からレイバーデー（9月第1
週）までの毎日午後1時には 無料ツアーが提供されていま
す。参加ご希望の方は、ローズガーデン・ストア前に ツ
アー開始10分前にお集まりください。 11人以上の団体の
場合は、お一人様 少額の料金でツアーをご利用いただけ
ます。ご予約は 503-823-3664 までご連絡ください。

試験園の支援
国際バラ試験園の入園は無料です。 

散歩道沿に設置された寄付金キオスクにお立ち寄りくださ
るか、あるいは ボランティア活動を通して皆様から援助
を受けたまわっております。ボランティア内容は、花がら
摘み、植え付け、剪定、案内のペンキ塗りや整備作業など
です。その他、造園以外では戦略企画、募金活動、教材の
更新、ガーデン・ツアーの引率、在庫記録の維持、そして 
ボランティア係の調整などがあります。試験園:503-823-
3636、あるいは ボランティアサービス課:503-823-5121
までご連絡頂けます。

ワシントン・パークについて
国際バラ試験園は、ポートランド市公園レクリエーショ
ン局(PR&R’s)のワシントン・パーク内にあり、この地
域でも最も古く、最も多くの人が訪れる場所となってい
ます。 約410エーカー（約48万4千坪）の試験園の敷地
内には、様々な記念碑、遊歩道、彫像に加え、ポートラ
ンド日本庭園、オレゴン動物園、ホイト植物園、ポート
ランド子ども博物館、世界森林センターがあります。 

試験園について
• 当試験園では、試験用に指定された区画BとCの間

にある苗床で多種多様なバラの評価プログラムを実
施しています。 試験園のその他の場所では歴史的
な意義のあるバラ、または市場向けになるバラを栽
培しています。

• バラを扱う企業は、将来導入の見込みのある品種を
試験園に送り、評価を受けることができます。 そ
れぞれの品種が試験結果によって市場に出回り、ご
家庭で植えられるようになるか決定されます。

• 試験園の高部にある遊歩道のキオスクには試験園内
のすべてのバラの名前がアルファベット順に表示さ
れ、特別のバラがどこで見られるかもわかるように
なっています。

• 試験園は、米国内の5箇所あるデビッド・オースチ
ン社®のバラの試験場のうちの一つです。 これら
のバラはテニスコート沿いに植えられており、殺菌
剤や殺虫剤は使われていません。

• 毎年秋になると、PP&Rの職員とボランティアが、
バラを36から48インチ(約91から122センチメート
ル）の高さまで剪定し、風雨から守ります。 春先
には、形を整え、元気に育つようにバラは18から
24インチ（約46から61センチメートル）の高さに
剪定されます。

ワシントン・パーク    
国際バラ試験園
バラは5月下旬から10月にかけて咲き、夜明けから夕暮
れまで大変美しい眺めを鑑賞いただけます。  
入園料金は無料です。

交通・アクセス
400 SW Kingston Avenue, Portland, Oregon 97205

車でお越しの場合は、国道26号線（US26）を72番出口
で降り、オレゴン動物園/森林センター方面へ向かいま
す。試験園の標識に従ってお進みください。

公共交通機関でお越しの場合は、トリメットマックス
ライトレール（TriMet MAX Light Rail）でレッドライ
ン（Red line）またはブルーライン（Blue line）にご乗
車いただき、ワシントン・パーク駅で下車して頂きま
す。試験園までは、無料の期間限定のシャトルサービス
（Explore Washington Park）あるいはトライメットの
バス63番（TriMet Line 63）をご利用いただけます。

自転車・徒歩でお越しの場合は、NW 23rd Avenue
から、試験園に通じるNW 24th PlaceとW Burnside 
Street間のショッピング街の舗装道路をご利用くださ
い。BIKETOWNの自転車は、試験園のすぐ手前にある
ハブに駐輪していただけます。

駐車場
ワシントン・パーク内の駐車場は小さいので、特に天気
の良い週末にはスペースに限りがあることをご了承くだ
さい。 訪問者の約4割の方は駐車場を利用せずにライド
シェアやトライメット（TriMet）をご利用するか、徒歩
や自転車でお越しになります。 試験園に到着後は無料
の期間限定シャトルでワシントン・パーク内を散策頂け
ます。駐車場、交通案内は、下記をごらんください。

国際バラ試験園　野外劇場リー・ケリー製作のフランク・ビーチ・メモリアル・ファウンテン　

1918年のバラの前

ヴァイオレット・プライド　™ （フロリバンダ）

ハニー・ネクター　™ （グランデフローラ）
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エティー
503-777-4311   |   portlandrosesociety.org

1889年に創設された、非営利団体ポートランド・ロー
ズ・ソサエティーでは、バラ栽培に関する教育プログ
ラムを提供し、庭園設計にバラを用いることを推奨し
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更新、ガーデン・ツアーの引率、在庫記録の維持、そして 
ボランティア係の調整などがあります。試験園:503-823-
3636、あるいは ボランティアサービス課:503-823-5121
までご連絡頂けます。

ワシントン・パークについて
国際バラ試験園は、ポートランド市公園レクリエーショ
ン局(PR&R’s)のワシントン・パーク内にあり、この地
域でも最も古く、最も多くの人が訪れる場所となってい
ます。 約410エーカー（約48万4千坪）の試験園の敷地
内には、様々な記念碑、遊歩道、彫像に加え、ポートラ
ンド日本庭園、オレゴン動物園、ホイト植物園、ポート
ランド子ども博物館、世界森林センターがあります。 

試験園について
• 当試験園では、試験用に指定された区画BとCの間

にある苗床で多種多様なバラの評価プログラムを実
施しています。 試験園のその他の場所では歴史的
な意義のあるバラ、または市場向けになるバラを栽
培しています。

• バラを扱う企業は、将来導入の見込みのある品種を
試験園に送り、評価を受けることができます。 そ
れぞれの品種が試験結果によって市場に出回り、ご
家庭で植えられるようになるか決定されます。

• 試験園の高部にある遊歩道のキオスクには試験園内
のすべてのバラの名前がアルファベット順に表示さ
れ、特別のバラがどこで見られるかもわかるように
なっています。

• 試験園は、米国内の5箇所あるデビッド・オースチ
ン社®のバラの試験場のうちの一つです。 これら
のバラはテニスコート沿いに植えられており、殺菌
剤や殺虫剤は使われていません。

• 毎年秋になると、PP&Rの職員とボランティアが、
バラを36から48インチ(約91から122センチメート
ル）の高さまで剪定し、風雨から守ります。 春先
には、形を整え、元気に育つようにバラは18から
24インチ（約46から61センチメートル）の高さに
剪定されます。

ワシントン・パーク    
国際バラ試験園
バラは5月下旬から10月にかけて咲き、夜明けから夕暮
れまで大変美しい眺めを鑑賞いただけます。  
入園料金は無料です。

交通・アクセス
400 SW Kingston Avenue, Portland, Oregon 97205

車でお越しの場合は、国道26号線（US26）を72番出口
で降り、オレゴン動物園/森林センター方面へ向かいま
す。試験園の標識に従ってお進みください。

公共交通機関でお越しの場合は、トリメットマックス
ライトレール（TriMet MAX Light Rail）でレッドライ
ン（Red line）またはブルーライン（Blue line）にご乗
車いただき、ワシントン・パーク駅で下車して頂きま
す。試験園までは、無料の期間限定のシャトルサービス
（Explore Washington Park）あるいはトライメットの
バス63番（TriMet Line 63）をご利用いただけます。

自転車・徒歩でお越しの場合は、NW 23rd Avenue
から、試験園に通じるNW 24th PlaceとW Burnside 
Street間のショッピング街の舗装道路をご利用くださ
い。BIKETOWNの自転車は、試験園のすぐ手前にある
ハブに駐輪していただけます。

駐車場
ワシントン・パーク内の駐車場は小さいので、特に天気
の良い週末にはスペースに限りがあることをご了承くだ
さい。 訪問者の約4割の方は駐車場を利用せずにライド
シェアやトライメット（TriMet）をご利用するか、徒歩
や自転車でお越しになります。 試験園に到着後は無料
の期間限定シャトルでワシントン・パーク内を散策頂け
ます。駐車場、交通案内は、下記をごらんください。

国際バラ試験園　野外劇場リー・ケリー製作のフランク・ビーチ・メモリアル・ファウンテン　

1918年のバラの前

ヴァイオレット・プライド　™ （フロリバンダ）

ハニー・ネクター　™ （グランデフローラ）

PORTLANDPARKS.ORG
Commissioner Nick Fish  |  Director Adena Long
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試験園　区画と施設案内

つるバラ         
この種のほとんどのバラは、長い弓状の枝が伸びる習性
を持ち、フェンスや塀、頑丈なつる棚などに結びつけた
り這わせたりするのに最適です。つるバラには多種多様
な形態、形、そして色があります。

デビッド・オースチン社のバラ       
イングリッシュローズとしても 知られるバラで、これ
らの バラは、その高い香り、耐病性の高さ、また、立
木性に伸びて情緒あふれる花をつけることで知られてい
ます。イングリッシュローズはもともと、いくつかの種
のオールドガーデンローズとハイブリッド・ティー、フ
ロリバンダをかけ合わせて生まれました。

フロリバンダバラ         
フロリバンダ種のバラは、ハイブリッド・ティーとポリ
アンサを交配して作られたもので、中輪の花を房咲きで
つけ、一回にたくさんの花を、四季咲きで楽しむことが
できます。この 種類のバラは丈夫で、手入れ も簡単に
でき、さらに、雨の多い気候にも適しています。

グランディフローラバラ       
ハイブリッド・ティー種のバラとフロリバンダ種のバ
ラを交配することでグランディフローラが生まれまし
た。6〜8フィート（約1.8〜2.4メートル）の高さに成長
し、大きい房咲きの花をつけます。クイーン・エリザベ
スというバラが、グランディフローラとしての最初の品
種とされています。

ハイブリッド・ティーバラ        
おそらくバラの中でも一番人気のある種類と言え、ハイ
ブリッド・ティー種のバラは、大輪で形の良い花をつけ
ることが特徴です。花弁は50枚 ほどまで に なることも
あります。花は、長くまっすぐな枝に一つつくか、また
はいくつかの蕾をつけます。

ランドスケープ・シュラブ（修景バラ）      
これらのバラは丈夫で成長が早く、環境があまり良くない
状況にも強く、耐病性にも優れ、寒さに強い種類です。こ
れらのバラは、薬剤散布や剪定、また花がら摘みなどの手
入れがほとんど必要がありません。

ミニチュアローズ        
ミニチュアローズは、その小さいサイズで知られ、高さは
15から30インチ（38から76センチ）になります。ミニチ
ュアローズの花の形と葉は、ハイブリッド・ティーとフロ
リバンダの「ミニ」版になります。

ポリアンサバラ    
これらのバラはハイブリッド・ティーよりかなり樹高が低
く、群植に最適です。     
 ポリアンサ種のバラは小輪の花をたくさんつけ、房咲き
で、四季を通して楽しめます。花弁は一重咲き、半八重咲
き、または八重咲きがあります。    
ブッシュ（木立性樹形）は通常約2フィート（60センチメ
ートル）ほどの高さになり、ハイブリッド・ティーよりも
丈夫です。

シュラブローズ（半つる性バラ）         
シュラブローズは丈夫でまっすぐに、横に広がる性質で知
られています。高さは3から10フィート(約0.9から3メート
ル)になり、また四方に5から15フィート(約1.5から4.5メー
トル)伸びます。これらのバラは丈夫で良く育ち、そして
大輪の 花をつけます。

ツリーローズ     
上に伸びるバラは、時にスタンダード・ローズと言われ、
ハイブリッド・ティー、フロリバンダ、グランディフロー
ラ、またはミニチュアローズなどがあります。バラの花の
つく上部を、しっかりした台木に接ぎ木します。

バラの種類別　ご紹介
4エーカー以上の敷地を有する試験園には、テ
ーマガーデンが設けられています。 

ロイヤル・ロザリアン・ガーデン    
このガーデンでは、ロイヤル・ロザリアンの会
員で歴代の「首相」に敬意を表し、同名のバラ
を植えています。ロイヤル・ロザリアンは、試
験園の歴史と支援に重要な役割を担っており、
バラの街の親善大使でもあります。

ゴールド・メダル・ガーデン    
ゴールド・メダル・ガーデンは1969年に創設さ
れ、ゴールドメダル受賞の品種を集めたエリア
です。賞そのものは1919年ごろから始まりま
した。ポートランド・ローズ・ソサエティーで
は、米国北西部地域で優れた評価を受けたバラ
に、この権威ある栄誉を授けています。 

シェイクスピア・ガーデン (東南角) 
当初、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲に登
場するハーブ、樹木、花だけを植えることを 目
的として生まれたこのガーデンでは、引き続
き、作品中の登場人物にちなんだ名前のバラを
もってシェイクスピアを讃えています。

試験園  
試験園の区画では、幾つかの独立した試験計画
が並行して行われており、それぞれが2年にわ
たります。 

• アメリカバラ会(ARS) ミニチュア 試験優秀
賞(AOE)  1975年に創設され、この試験園
は、ミニフローラとミニチュアローズの試
験場となる、6箇所しかないアメリカバラ会
（ARS)のミニチュアローズ試験計画のうち
の1つです。

• アメリカン・ガーデン・ローズ・セレクシ
ョン (AGRS)  この試験園は、米国内12箇所
にある新種のバラの試験場1つです。この全
国バラ評価システムでは、バラを幾つかの
特性によって評価します。丈夫さ、枝葉の
バランス、草性、開花の効果と花の数、 返
り咲き性、花形、老朽化の質、香り、そし
て、耐候性などです。これらのバラには薬
剤散布は行われません。

テーマガーデン

区画A、B、C、Eと、試験用苗床区画Dにあるクイーン通り トーマス・エイ・ベケット（イングリッシュ）

区画Aのインフォメーションキオスク ムーンライト・ロマンティカ(ハイブリッド・ティー)



ワシントン・パーク
国際バラ試験園

バラは5月下旬から10月にかけて咲き夜明けから
夕暮れまで大変美しい眺めを鑑賞いただけます。

ローズガーデン・ストア
850 SW Rose Garden Way, Portland, Oregon 97205
503-227-7033   |   rosefestival.org/buy/rose-garden-store

ポートランド・ローズ・フェスティバル財団が運営する 
非営利団体のミュージアムショップとして、その売上金
はポートランド市公園レクリエーション局の 一般財源
のために使われます。 ローズガーデン・ストアの季節
ごとの営業時間は下記の通りです。1月、2月は営業して
おりません。

春期　午前10時〜午後5時

夏期　午前9時〜午後7時

秋冬期　午前10時〜午後4時

 
ポートランド・ローズ・ソサ
エティー
503-777-4311   |   portlandrosesociety.org

1889年に創設された、非営利団体ポートランド・ロー
ズ・ソサエティーでは、バラ栽培に関する教育プログ
ラムを提供し、庭園設計にバラを用いることを推奨し
ています。

国際バラ試験園友の会
waparkrosefriends.org 

国際バラ試験園友の会は、バラ園の保存と保
護、向上を使命とする 非営利団体です。 友の会では、
ポートランド公園レクリエーション局 (PP&R)と協力
し、一般市民の認識を高め、専門知識と時間を費やして
くださる多くのボランティアを募って バラ園の維持向
上を推進する努力を 続けています。

歴史
ローズ・ソサエティー元会長である、 ジェシ
ー・A・カリー氏は （当時シティー・パークと
して知られていた）ワシントン・パーク内に位
置するこの場所を選び、市の指導者達を説得し
て、1917年に、米国ローズ・ソサエティーの協
力のもと、バラ試験園を発足させました。当時、
ポートランドには200マイル（約322キロメート
ル）に渡る街路をマダム・

キャロライン・テスト種(Madame Caroline 
Testout)のバラで縁取りしていました。1905年に
開かれたルイス・クラーク探検隊百年記念万国博
覧会の集客のための方策でした。その結果、ポー
トランド市はバラの街と呼ばれるようになりまし
た。

目的
試験園は、新しいバラの品種の試験場 として使用
されることを主目的としています。発足当初は、
第一次世界大戦の戦火が激しくなる中、世界中か
ら園芸品種家たちが バラを試験としてポートラン
ド市の試験園に送りました。

試験園では、610種以上、1万株を超えるバラ
が、5月下旬から10月にかけて咲き誇ります。試
験園のバラは、その大部分が市場でも入手可能で
す。 毎年、およそ10種から20種が、市場に登場
した最新しかも最良のものと植え替えられます。

手で触れたりされないように
ご注意ください。ポートランド市規約
20.12.100によって（罰金500ドル）が科せられます

試験園保護にご協力いただき、バラの花や枝を摘み取った
り、盗んだりすることはご遠慮ください。

特別イベント用レンタル
結婚式、ピクニック、コンサートをはじめ、その他の私的
なイベントの催しにワシントン・パークをご利用いただけ
ます。503-823-PLAY (7529) までお電話をいただくかまた
は、オンラインportlandoregon.gov/parks/permits でご
予約頂けます。

ガーデン・ツアー
メモリアルデー（5月最終週）からレイバーデー（9月第1
週）までの毎日午後1時には 無料ツアーが提供されていま
す。参加ご希望の方は、ローズガーデン・ストア前に ツ
アー開始10分前にお集まりください。 11人以上の団体の
場合は、お一人様 少額の料金でツアーをご利用いただけ
ます。ご予約は 503-823-3664 までご連絡ください。

試験園の支援
国際バラ試験園の入園は無料です。 

散歩道沿に設置された寄付金キオスクにお立ち寄りくださ
るか、あるいは ボランティア活動を通して皆様から援助
を受けたまわっております。ボランティア内容は、花がら
摘み、植え付け、剪定、案内のペンキ塗りや整備作業など
です。その他、造園以外では戦略企画、募金活動、教材の
更新、ガーデン・ツアーの引率、在庫記録の維持、そして 
ボランティア係の調整などがあります。試験園:503-823-
3636、あるいは ボランティアサービス課:503-823-5121
までご連絡頂けます。

ワシントン・パークについて
国際バラ試験園は、ポートランド市公園レクリエーショ
ン局(PR&R’s)のワシントン・パーク内にあり、この地
域でも最も古く、最も多くの人が訪れる場所となってい
ます。 約410エーカー（約48万4千坪）の試験園の敷地
内には、様々な記念碑、遊歩道、彫像に加え、ポートラ
ンド日本庭園、オレゴン動物園、ホイト植物園、ポート
ランド子ども博物館、世界森林センターがあります。 

試験園について
• 当試験園では、試験用に指定された区画BとCの間

にある苗床で多種多様なバラの評価プログラムを実
施しています。 試験園のその他の場所では歴史的
な意義のあるバラ、または市場向けになるバラを栽
培しています。

• バラを扱う企業は、将来導入の見込みのある品種を
試験園に送り、評価を受けることができます。 そ
れぞれの品種が試験結果によって市場に出回り、ご
家庭で植えられるようになるか決定されます。

• 試験園の高部にある遊歩道のキオスクには試験園内
のすべてのバラの名前がアルファベット順に表示さ
れ、特別のバラがどこで見られるかもわかるように
なっています。

• 試験園は、米国内の5箇所あるデビッド・オースチ
ン社®のバラの試験場のうちの一つです。 これら
のバラはテニスコート沿いに植えられており、殺菌
剤や殺虫剤は使われていません。

• 毎年秋になると、PP&Rの職員とボランティアが、
バラを36から48インチ(約91から122センチメート
ル）の高さまで剪定し、風雨から守ります。 春先
には、形を整え、元気に育つようにバラは18から
24インチ（約46から61センチメートル）の高さに
剪定されます。

ワシントン・パーク    
国際バラ試験園
バラは5月下旬から10月にかけて咲き、夜明けから夕暮
れまで大変美しい眺めを鑑賞いただけます。  
入園料金は無料です。

交通・アクセス
400 SW Kingston Avenue, Portland, Oregon 97205

車でお越しの場合は、国道26号線（US26）を72番出口
で降り、オレゴン動物園/森林センター方面へ向かいま
す。試験園の標識に従ってお進みください。

公共交通機関でお越しの場合は、トリメットマックス
ライトレール（TriMet MAX Light Rail）でレッドライ
ン（Red line）またはブルーライン（Blue line）にご乗
車いただき、ワシントン・パーク駅で下車して頂きま
す。試験園までは、無料の期間限定のシャトルサービス
（Explore Washington Park）あるいはトライメットの
バス63番（TriMet Line 63）をご利用いただけます。

自転車・徒歩でお越しの場合は、NW 23rd Avenue
から、試験園に通じるNW 24th PlaceとW Burnside 
Street間のショッピング街の舗装道路をご利用くださ
い。BIKETOWNの自転車は、試験園のすぐ手前にある
ハブに駐輪していただけます。

駐車場
ワシントン・パーク内の駐車場は小さいので、特に天気
の良い週末にはスペースに限りがあることをご了承くだ
さい。 訪問者の約4割の方は駐車場を利用せずにライド
シェアやトライメット（TriMet）をご利用するか、徒歩
や自転車でお越しになります。 試験園に到着後は無料
の期間限定シャトルでワシントン・パーク内を散策頂け
ます。駐車場、交通案内は、下記をごらんください。

国際バラ試験園　野外劇場 リー・ケリー製作のフランク・ビーチ・メモリアル・ファウンテン　

1918年のバラの前

ヴァイオレット・プライド　™ （フロリバンダ）

ハニー・ネクター　™ （グランデフローラ）
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