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バラの季節~夏にかけて訪れたい

イングリッシュ・ガーデン
イングランドの「国花」、バラの美しい季節になった。
これから夏にかけて、そうしたバラはいうまでもなく
様々な花がその命を燃やし尽くさんばかりに咲き誇る。
今号では、数え切れぬほどある見事なイングリッシュ・ガーデンの中から
独断で選んだ10庭園をご紹介する。
庭師たちの情熱にも思いを馳せながら、ぜいたくな時間を楽しんでいただきたい。

※本稿の写真は、特に記載のない限り、すべて執筆者である森容子氏提供
※本ページの写真（左上すみから時計まわり）：フェントン・ハウス、キフツゲート© Kiftsgate Court Gardens、リージェンツ・パーク、モティスフォント

●征くシリーズ●取材・執筆・写真／森 容子・本誌編集部

ロンドンから日帰り！
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モティスフォント

 邸宅は修道院をもとに増改築したもので、
13 世紀の面影を見ることができる。1930 年
代に社交家であり、芸術家たちのパトロンで
もあったモード・ラッセル Maud Russell の
邸宅となり、当時の新進アーティストたちが
ここに集った。今もギャラリーには 20 世紀の
アート作品のコレクションが展示されている。

 庭園はローズガーデンで有名。オールドローズを中心に 350 種類以上のバラが咲き乱
れる様は圧巻。庭園全体がバラで埋め尽くされ、バラのからまるアーチの下をくぐりな
がら歩けば、まさに夢見心地。ロンドンからやや遠いが、バラ好きなら早起きしてでも
行く価値あり。

 カフェあり。子供向けのアクティビティー、ワイルドプレイエリアもあり。

住所　Mottisfont Lane, Romsey, Hampshire SO51 0LP
Tel: 01794-340-757    www.nationaltrust.org.uk/mottisfont
開園時間 ガーデン　毎日 10:00 ～ 17:00  （６月は 9:00 ～17:00、
　　　　    さらに６月６日～ 22 日の木～土は 20:00 まで）           
 邸宅＆アートギャラリー　毎日 11:00 ～ 17:00
休園日 12 月 24、25 日  ※ハウス   1 月 7 ～ 11 日、11 月 11 ～ 22 日は休館
行き方 ロンドン中心部から約 82 マイル（カーナビは SO51 0LN）。
入場料 大人£16.50、子供£8.25、ファミリー£41.25
 ※６月とバンクホリデーは割高に、逆に 15:30 以降と邸宅の閉館時は割安になる。
 ※ NT 会員、５歳未満、Art Fund メンバー無料。
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シシングハースト・キャッスル・ガーデン

 
 NT を代表する庭園のひとつで世界的に有名。敷地内にそびえる塔は 16 世紀に建てら

れたもので、上に登れば、庭全体が見渡せる。これはお薦め！
 15 ～ 16 世紀には大邸宅が建てられていたが、廃墟同然となったところを 1930 年代

に詩人であり作家でもあったヴィータ・サックヴィル・ウェスト Vita Sackville-West と
その夫で外交官・作家でもあったハロルド・ニコルソン Sir Harold Nicolson が買い取り、
ハロルドは庭全体の設計、ヴィータは色彩構成と植栽を担当。30 年かけて、色彩豊かで
ロマンチックな庭園を作り上げた。

 ローズガーデン、スプリングガーデン、コテージガーデン、パープルガーデン、ホワイ
トガーデンなど春から夏まで見所が移り変わり、どれも甲乙つけがたい。

 レストラン、コーヒーショップあり。

住所　Biddenden Road, near Cranbrook, Kent TN17 2AB
Tel: 01580-710-700
www.nationaltrust.org.uk/sissinghurst-castle-garden
開園時間 タワー＆ガーデン　3 月 9 日～ 10 月 31 日 　毎日 11:00 ～ 17:30
※タワー、ガーデン以外の敷地内は通年、日の出から日没までオープン。
※ガーデンは、食べ物・飲み物、バギー、三脚の持ち込み禁止。
休園日 12 月 24、25 日
行き方 ロンドン中心部から約 59 マイル（カーナビに頼りきらず、近く
　　　　   まで来たら茶色のツーリストサインを頼りに向かうと良い）。
 ※ NT 会員以外の駐車料金は￡３。  
入場料 3 月 9 日～ 10 月 31 日　
 大人£13.80、子供£6.90、ファミリー£34.50 
 ※ NT 会員無料。

ナイマンズ

 イングランド南東部の
NT を代表する庭園のひと
つ。19 世紀末にこの土地を
買い取ったルートウィグ・メセル Ludwig Messel とその一
族、そして庭師たちが情熱をそそぎ作り上げた。

 中世のマナーハウス風に建てられた 邸宅は 1947 年に大
火災に見舞われたが、ルートウィグの孫娘、アンが庭園と
一部焼け残った邸宅を蘇らせた。また、世界から集められ
た珍しい植物のコレクションが見られる。

 1920 年代に作られたローズガーデンは 1980 年代の改修で
美しく蘇った。約 115 種類のバラが植えられている。

 カフェあり。ファミリーアクティビティーもあり。

＊ウォールドガーデンは春・夏ともに見ごたえあり。
＊ローズガーデンは６月。

住所　Handcross, near Haywards Heath, West Sussex RH17 6EB
Tel: 01444-405-250
www.nationaltrust.org.uk/nymans
開園時間 ガーデン　毎日 10:00 ～ 17:00（冬季は 16:00 まで）
 ハウス＆ギャラリー
                 2 月 4 日～ 11 月 3 日　 11:00 ～ 16:00 （冬季は休館）
休園日 12 月 24、25 日
行き方 ロンドン中心部から約 36 マイル。
入場料 大人£14、子供 (17 歳未満 ) £7.00、ファミリー£35.00
 ※ NT 会員、5 歳未満無料。

●本稿に掲載した開園時間、休園日、入場料などは予告なしに変更となることがあるため、
実際に訪れる際には各ウェブサイト（NT の冊子もアップデートされきっておらず不十分）で
訪問希望日の最新の情報を必ずご確認ください。特にオスタリー、バジルドンなどは撮影に
使われることも少なくなく、その場合は臨時休園・休館となるので要注意。
●場所により、最終入場が閉園（閉館）時間の 30 分前、45 分前、１時間前などと異なるため、
最新の情報をご確認のうえ、余裕をもって現地にご到着ください。

トラベル・インフォメーション　2019 年６月 11 日現在

本誌 11 頁 ①モティスフォント Mottisfont 《National Trust》※本文中では「NT」と省略

 ②ナイマンズ Nymans《NT》
 ③シシングハースト・キャッスル・ガーデン Sissinghurst Castle Garden《NT》
本誌 12 頁 ④フェントン・ハウス＆ガーデン Fenton House and Garden《NT》
本誌 13 頁 ⑤クリヴデン Cliveden《NT》
 ⑥オスタリー・パーク＆ハウス Osterley Park and House《NT》
 ⑦リージェンツ・パーク Regent's Park
本誌 14 頁 ⑧バジルドン・パーク Basildon Park《NT》 
 ⑨ヒドコート Hidcote《NT》
 ⑩キフツゲート・コート・ガーデンズ Kiftsgate Court Gardens

いち
おし！

＊６月のバラの季節。
＊夏はオープンエア・

シアター（野外劇）もあり。

いち
おし！ ＊ホワイトガーデ

ンの中央にある
ランブリング・ローズが
見頃となる7月初～中旬。

いち
おし！
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フェントン・ハウス＆ガーデン

 
 ハムステッドにある、NT が管理する 17 世紀の邸宅とその庭園。
 レディー・ビニング Lady Binning が 1936 年に購入し、彼女の所有し

ていた陶器、17 世紀の刺繍作品のほか、20 世紀初めの絵画のコレクショ
ンも見られる。ベントン・フレッチャー Benton Fletcher の初期鍵盤楽器
のコレクションもあり、水曜日 14:30 には、デモンストレーションの演奏
を聴くことができる。また、コンサートも定期的に開催される。

 こぢんまりとしているものの、ローズガーデン、テラス、果樹園、キッ
チンガーデンなどがあり、１年を通して、庭が表情を変える様が楽しめる。

住所　Hampstead Grove, Hampstead, London NW3 6SP
Tel:  020-7435-3471    www.nationaltrust.org.uk/fenton-house-and-garden
開園時間 3 月 2 日～ 11 月 3 日 水～日およびバンクホリデー　11:00 ～ 17:00
休園日 月 ･ 火曜日、冬季（11 月 4 日～ 3 月 1 日頃）
行き方 ハムステッド駅（ノーザン線）から徒歩５分。
入場料 大人 £9.00 、子供 £4.50、ファミリー £22.50　※ NT 会員無料。

＊春、およびバラの季節。
＊秋、りんごの収穫の季節に

行われる「アップル・ウイークエン
ド」は親子で行きたいイベント。

いち
おし！

英国の庭園は時代とともにその形を変えてきた。形態は様々だが、王侯貴族が馬車に乗って観
賞する目的で造られたヨーロッパの庭と違い、散策することを前提に作られていることが多
い。このため、道幅が狭く、歩く人の目線に合わせてデザインされているのが特徴といえる。
また、「プラントハンター」を資金的に援助し、または所有者が一緒に出かけて、世界中の植
物を集め自らの庭園に植えたという歴史を持つ庭園や、日本庭園など、異国の様式を取り入れ
ている場所もある。
奥深い、英国の庭園の世界をさらに楽しむために、役立ちそうな用語を集めて記しておこう。

地下鉄で行ける！

◆今回、ご紹介している 10 庭園のうち、なんとナショ
ナルトラスト（National Trust ＝以下「NT」）所有のプ
ロパティ（物件）が８割。まるで NT の「まわしもの」
のようだが、意図的に選んだわけではない。NT は、イ
ングランド、ウェールズ、北アイルランドで 500 以上
のプロパティを管理しているだけでなく、その所有・
管理するプロパティがどれもハイレベル。「名園」と呼
ばれる庭園を訪れてみると NT 管理だった…というケー
スが少なくない。

◆年会費を払って会員になると、NT プロパティの入場
料、駐車代が無料となり、ハンドブックや季刊誌が届
く。会員数は 2017 年に 500 万人を突破、さらに増え
続けているのは、豊かな自然環境や優れた文化遺産を
保護し後世に残す趣旨に賛同する人が多いからだろう

（しかも、例えば家族会員なら年間４ヵ所を訪れれば
「もと」がとれる）。

◆入会は、ウェブサイトでも申し込めるほか、各プロ
パティでも入会可能（申し込み当日から入場料が無料
になる）。www.nationaltrust.org.uk
ちなみに、2019 年度の年会費は大人 (26 歳以上 )…£72
／ 若 者 (18 ～ 25 歳 )… £36 ／ ジ ュ ニ ア (17 歳 以 下 )…
£10 ／ 5 歳未満は無料。また、ジョイント (18 歳以上
で同じ住所に住む大人２人 ) は£120 ／家族会員（同じ
住所に住む大人２人と 17 歳以下の子どもか孫 10 人ま
で）… £126 などとなっている。
                                        
◆主要な注意事項は以下の通り。
＊靴に注意。ハイヒールは避けるべき（ヒールの面積
が切手より小さいと入場禁止）。
＊泥で汚れた靴は泥を落としてから建物に入る。
＊室内での写真撮影の際はフラッシュや三脚は禁止。
＊各プロパティでの写真撮影のルールを確認すること
(NT の所有ではなく、個人所有の調度品や絵画などが
含まれると、撮影禁止であるケースがある )
＊販売目的、出版目的の写真・動画撮影の場合は事前
に連絡して許可を得ること。
＊リュックサックや大きなバッグは、入り口で預けな
ければならないプロパティもある。
＊ベビーカーなどの使用可否については各プロパティ
で確認すること。
＊ハウス、レストラン、ショップ内では禁煙。ガーデ
ンでも花の香りを楽しむ人達の迷惑となるので喫煙し
ないこと。
＊レストラン、カフェ等が設けられている場合、ハウ
スやガーデンへの食べ物の持ち込みは原則として禁じ
られていることが多い。ただ、ピクニックエリアがあ
ればそこへは持ち込み可。事前に要確認。

◆庭めぐりを楽しむためのポイントは以下の通り。
＊所要時間は、小さい場所で１～２時間、ハウスと
ガーデンがある大きめのプロパティでは２～３時間み
ておきたい。
＊天気次第ながら、ランチやお茶をしながらゆっくり
過ごせば１日楽しめる。
＊ボランティアのスタッフが常駐していて、質問など
にもいろいろ親切に答えてくれる。
＊親子連れには、子ども用のクイズ付きのマップを配
布したり、また、森林エリアに子ども向けのトレイル
を用意したりしているところもある。
＊ガイドツアーの他にも、不定期でコンサート、野外
劇、親子向けのクラフト教室、イースターのエッグハ
ント、りんごの収穫など１年中、各種イベントが用意
されているので、それらにあわせて訪れるのもお薦め。

天気の良い週末があれば、早起きしてご家族やご友人
とぜひお出かけを！

庭の
スタイル

関連

庭園めぐりに

        役立つ用語集

Formal Garden （フォーマルガーデン）   
整形された庭。円形・四角形・楕円形など
の幾何学的な形の規則的配置を基本として

いる。左右対称。よく見るのはフランス式、イタリア式。
Landscape Garden （風景式庭園）   

18 世紀に流行した英国特有のスタイル。“ ケイパビリティ”・
ブラウン（本名ランスロット・ブラウン）、ウィリアム・ケ
ントなどが手がけた。非整形で、意図的に作られた自然の
風景。あちこちにパビリオンやモニュメントを配して、散
策中に飽きることのないよう工夫して設計が施されている。
Cottage Garden（コテージガーデン）

19世紀末から20世紀初頭、ウィリアム・ロビンソンやガー
トルード・ジーキルらが提唱。自然な植栽、自生植物を生
かし、伝統的自然素材を用い、色彩の調和を取り入れた、
インフォーマルでロマンチックな庭園。
Woodland Garden （ウッドランドガーデン） 

中高木、低木、石組みや流れの造形などを組み合わせ、
自然の森や林のような景観を再現した庭園様式。
Wilderness（ウィルダネス） 

人間が手を入れていない原野のこと。庭園の中に、あえて
こうした手付かずのセクションを取り入れている所も多い。
Border （ボーダー） 

壁や生垣に沿って、手前は低い植物、奥に行くほど高い植
物を植えて色彩、形状などに変化をつけた縦長の植込み。
Bed （ベッド） 

より平面的な花壇。
Parterre （パーティア）  

フォーマルな幾何学模様を保ちつつ、シンメトリーな

snowdrop ス ノ ー ド ロ ッ

プ …待雪草。２月中旬
に咲き始め、冬の終わ

りを告げる可憐な花
crocus クロッカス…春を告げる花。紫、
白、黄色で、春になると一斉に咲く
magnolia マグノリア…木蓮
camellia カメリア… 椿
daffodil ダフォディル…水仙
primrose プリムローズ…サクラソウ
tulip チューリップ…チューリップ
muscari ムスカリ…ムスカリ
allium アリウム…花は紫色で球形
azalea アザレア…ツツジ
rhododendron ロードデンドロン…石楠花（しゃくなげ）
wisteria ウィステリア…藤
bluebell ブルーベル…イングリッシュブルーベルは深い
色合いで可憐。ただ、スパニッシュブルーベルという薄
い色で葉と茎の太い外来種の方が繁殖力が強く、街中で
はこちらをよく見かける。庭に植えるなら、イングリッ
シュブルーベルがお薦め
clematis クレマチス…つる性の植物の女王。白や紫色の

パターンで構成された平面的な装飾庭園。建物に隣接
し、二階部分の居室から眺められるように設計してある。
ボックスなどでデザインした網目や仕切りの中に様々な
色合いの花を植えてあるのが一般的。迷路状のものもある。
Knott Garden （ノットガーデン） 

連続的な帯模様で構成される。建物に隣接し、二階部分
の居室から眺められるように設計してある。四角いス
ペースに、幾何学的な模様の低い生垣とその隙間に香り
の良いハーブ類が植えてあり、上から見ると、ロープの
結び目のように見えるのでこの名がある。
Walled Garden（ウォールドガーデン）

塀に囲まれた庭。壁にバラや洋梨などを這い上がらせる。
中には池と噴水、小道で仕切られた芝生やローズガーデ
ン、花壇が作られていることも多い。風や霜、動物から
植物を守る役割もある。
Sunken Garden （サンクンガーデン） 

沈床花壇、つまり周囲の地面より沈み込んだ形で花壇を
作ることで、変化をつけ、一つのまとまりのある空間を
演出。周囲の段差を使って立体的に植栽を見せる。真ん
中に池を配置することもある。   
Potage（ポタジェ） 

見た目を重視した菜園。高低、色彩、形などの視覚的な
変化を楽しみながら、花と野菜を育てる。起源は古く、
17 世紀の頃の園芸家の著作にも見られるが、園芸家の
ローズマリー・ヴェレー Rosemary Verey が復活させた。
Topiary（トピアリー）

セイヨウイチイやツゲなどで傘、球形、鳥、鹿、王冠、
宝冠などいろいろなモチーフの形を作ったもの。

大型の花を咲かせる。クレマチス・モンタナはピン
クと白のかわいらしい花
iris アイリス…あやめ
foxglove フォックスグローヴ…「ジキタリス」。ピンク、

白、紫色のベル型の花を穂状につける背が高い花
lupine ルピナス…ピンク、オレンジ、黄色、紫色で、

藤の花を逆さにしたような形
rose ローズ…ワイルドローズ、オールドローズ、モダン
ローズ（イングリッシュローズ、ハイブリッドティー、
フロリバンダ、ランブリングローズ、クライミングロー
ズ、シュラブローズ）など様々な種類あり
delphinium デルフィニウム…青から紫色の背の高い花。
蕾の形がイルカに似ている
peony ピオニー…芍薬（しゃくやく）
fuchsia フューシャ…枝からピンクや紫、白の花をイヤリ
ングのようにぶら下げて咲かせる
jasmine ジャスミン…つる性植物で、甘い香りの白く小
さい花を咲かせる
lavender ラベンダ…ラベンダー 
dahlia ダリア…キク科、様々な色と形あり
agapanthus アガパンサス …南アフリカ原産、紫君子蘭
anemone アネモネ…キンポウゲ科、様々な色と形あり

ナショナルトラスト
会員になる？   ならない？

庭を彩る
花々

２～７月で
咲く季節順
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クリヴデン

 
 1660 年代に第２代バッキンガム公 Duke of 

Buckingham により、テムズ河を見下ろす丘の上
に邸宅が建てられたのが始まり。

 現在の建物は、ウェストミンスター宮殿（現国
会議事堂）を手がけた名建築家、チャールズ・バ
リー Sir Charles Barry が 1850 年代に設計したも
の。次々に所有者が変わったが、最も華やかだっ
たのは最後の所有者となったアスター Astor 家の

時代。20 世紀には王室メンバー、政界の著名人、文化人の集まる社交の
場として知られ、名高い「プロフューモ事件」の舞台ともなった。

 ハウスは高級ホテルとして使われている。イタリア式テラスから望める
フォーマルガーデン、広い庭園（風景庭園となっている）の散策もお薦め。

 カフェあり。子ども向けプレイエリア、迷路、ウッドランドプレイトレ
イルなどもあり。

住所　Cliveden Road, Taplow, Maidenhead, Buckinghamshire SL1 8NS
Tel: 01628-605-069
www.nationaltrust.org.uk/cliveden
開園時間 毎日 10:00 ～ 17:30
 （11 月 3 日～ 2 月 15 日は 16:00 まで）
※ 3 ～ 10 月の月・火・木（午後のみ）限定で可能な
建物内の見学にはビジターセンターで発行される時間
制チケットが必要（電話での事前予約も可能）。
休園日 12 月 24、25 日              
行き方 ロンドン中心部から約 30 マイル。　
入場料 大人 £ 16、子供 £ 9、ファミリー £ 41
 ※建物内のツアーは要追加料金（NT 会員は無料）
 ※ NT 会員、5 歳未満無料。

オスタリー・パーク＆ハウス

 
 敷地の入り口から広がる大きな牧草地を抜け、

湖に沿って歩いていくと壮麗な館が見えてくる。
このネオクラシカルの邸宅は、16 世紀にトーマス・

グレシャム Sir Thomas Gresham が建てたものをもとに、18 世紀後半に
当時の売れっ子建築家、ロバート・アダム Robert Adam が銀行家のチャ
イルド Child 家のために改築。華やかな社交が繰り広げられた場所だ。

 スコットランド出身ながら、イングランドでももてはやされたロバート・
アダムならではの室内装飾の美しさは一見の価値あり。TV ドラマや映画の
ロケでも度々使われている（撮影時には臨時休館となるのでご注意を）。

 邸宅の外には風景式庭園が広
がり、のんびりとした時間を過ご
すことができる。6 年がかりで、
18 世紀のフォーマルガーデンが
蘇ったばかり。また、敷地内で取
れたオーガニック野菜の販売も行
われている。

 カフェあり。子ども向けのア
クティビティーもあり。
住所　Jersey Road, Isleworth, London TW7 4RB
Tel: 020-8232-5050   www.nationaltrust.org.uk/osterley-park-and-house

リージェンツ・パーク

 ロンドン市民の憩いの場所である、王立公園のひとつ。
 クイーン・メアリーズ・ガーデン Queen Mary's 

Gardens には 1 万 2,000 株のバラが植えてある。それ
ぞれ、品種名が札に書き込まれている（素敵な名前が
多い！）ので、ひとつずつ見ていくのもおもしろい。

 春も美しいが、6 月頃の美しさは格別。この時期、
バラのからまるポールのそばのベンチが空いていればぜ
ひ座ってほしい。バラの香りに包まれて優雅なひと時を過ごすことができるはず。

 カフェあり。芝生の上でデッキチェア（ただし有料）でくつろぐのも気持ちがいい。

住所　The Store Yard, Inner Circle, Regent's Park, London NW1 4NR
Tel: 0300-061-2300
www.royalparks.org.uk/parks/the-regents-park
開園時間 毎日　5:00 ～日没
休園日 1 月 1 日、12 月 25 日
行き方 ベイカー・ストリート駅 （ベイカールー線／ジュビリー線／メトロポリタン線／サークル線／
 ハマースミス＆シティ線）またはリージェンツ・パーク駅（ベイカールー線）より徒歩約 10 分。
 ※駐車料金　平日は有料（クイーン・メアリーズ・ガーデンの外周などに「Pay & Display」あり）。
入場料 無料

いち
おし！ ＊オリエンタルウオー

ターガーデンは藤（ウィ
ステリア）の咲く 4 月

下旬から 5 月頃がピーク。
＊ローズガーデンは 6 月。
＊夏はオープンエア・シア
ター（野外劇）もあり。

いち
おし！

＊春のスイセン、
ブルーベル（５月初旬）を
経て、６月のバラの季節。
＊週末のヨガクラス、夏場
の野外劇など、イベントも
盛りだくさん。

＊リージェンツ・パーク駅方
面に近い、ヴィクトリア様式

のアヴェニュー・ガーデン Avenue 
Garden の春の桜と花壇。
＊６月のバラの季節。
＊夏はオープンエア・シアター

（野外劇）もあり。

いち
おし！

開園時間 ガーデン 毎日10:00 ～17:00 
 ハウス 夏季11:00～12:00  チケット制のガイドツアーのみ。
  夏季12:00 ～ 16:00 自由見学可（最終入場 15:00）
 ※ガーデン、ハウス以外の敷地内は 7:00 ～ 19:30 までオープン。
休園日 12 月 25 日
 ※ハウスは冬季（11 月４日～ 2 月後半まで）閉館
行き方 オスタリー駅（ピカデリー線）から邸宅まで徒歩約 20 分。
 ロンドン中心部から約 11 マイル（カーナビは TW7 4RD で）。
 ※ NT 会員以外の駐車料金は£7（現金のみ！）。
入場料 大人£12、子ども£6、ファミリー£30    
 ※ NT 会員、5 歳未満無料。冬季は割安になる。

地下鉄で行ける！

地下鉄で行ける！

アヴェニュー・ガーデン
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いち
おし！ ＊６月のバラの季節。

 キフツゲート・コート・ガーデンズ

 
 女性３代の手で作られた庭園で 2019 年は、創設

100 周年の記念すべき年。
 傾斜を利用したドラマティックな眺めが印象的。

約 50 種類のバラが咲き競う中、「Kiftsgate」と名づ
けられたバラも大きく育ち、見ごたえがある。

 崖の途中にあるベンチ型のブランコに乗れば、遥か遠くまで広がるコッツウォルズの
景色を童心に帰って楽しむことができる。また、ウォーターガーデンは現代的なデザイン
の庭。急な段差があるなど、足元が悪いところがあるのでそれに備えた靴を履いて出かけ
たい。なお、子供連れの場合は親が責任をもって監督すること。

 小さなティールームあり。

住所　Chipping Campden, Gloucestershire GL55 6LN
Tel: 01386-438-777    www.kiftsgate.co.uk
開園時間 5 ～ 7 月の月・火・水･土･日 12:00 ～ 18:00　８月の月・火・水･土･日 14:00 ～ 18:00
 4・9 月の月・水・日 14:00 ～ 18:00
休園日 木、金曜日（通年）、火・土曜日（4、9 月）、10 ～ 3 月
行き方 ロンドン中心部から約 102 マイル。
 ※ Hidcote のすぐ近くなので、開園日、時間を確認のうえ、あわせて訪れることを提案したい。
入場料 大人 £9、子供 （16 歳未満） £3、シーズンチケット£23
 ※ HHA (Historic Houses Association) 会員は無料。

ヒドコート

 
 コッツウォルズにある、NT を代表す

る庭園。
 20 世紀初めに、米国出身で優れた園

芸家として知られたローレンス・ジョン
ストン少佐 Major Lawrence Johnston
か作り上げた。ウィリアム・モリスなど
が牽引したアート＆クラフト運動が盛ん
だった時代で、その影響を受けている。

 生垣で仕切ったいくつものガーデン
で構成され、それぞれが異なる特徴、
色彩を備え、どの季節に立ち寄っても表情豊か。レッドボーダーはよく写真撮影に使われ
ている。オールドガーデン、プールガーデンも建物が背景となり絵になる。レッドボー
ダーの先、スティルト・ガーデン The Stilt Garden のゲート越しに眺めるコッツウォルズ
の風景は特筆に値する。何度でも訪れたくなる名園。テニスやクロケーも楽しめる。

 カフェあり。子供用のトレイルもあり。

＊「ウィルダネス The Wilderness」と名づけられたセクションの秋の紅葉も美しい。

いち
おし！ ＊「Kiftsgate ロー

ズ」の見頃は７月
初～中旬。

 バジルドン・パーク

 蜂蜜色のバースストーンで
作られた邸宅とその庭園。

 邸宅は 18 世紀後半に建て
られたものだが、第二次世界大戦時に軍に接収されて荒廃。
接収が解除された 1950 年代、この邸宅を購入したイリッ
フ卿夫妻 Lord and Lady Iliffe により復元され、華麗な社
交の舞台となった。『高慢と偏見 Pride & Prejudice』や

『ダウントン・アビー Downton Abbey』 など、人気ドラマ
や映画のロケにも使われている。

 眺めもよく、レディー・イリッフのローズガーデンは春
からバラの季節が特に
お薦め。

テ ィ ー ル ー ム あ
り。自然の中、親子
でチャレンジできる、
ワイルドプレイトレ
イルもあり。 いち

おし！

住所　Hidcote Bartrim, near Chipping Campden, Gloucestershire GL55 6LR
Tel: 01386-438-333    www.nationaltrust.org.uk/hidcote
開園時間 4 月 1 日～ 9 月 29 日　毎日 10:00 ～ 18:00
 3 月 4 日～ 31 日／ 9 月 30 日～ 10 月 27 日　毎日 10:00 ～ 17:00
 2 月 9 日～ 3 月 3 日／10 月 28 日～ 12 月 15 日　土日のみ 11:00 ～ 16:00
休園日 12 月 16 日～ 2 月 8 日頃、
 2 月 9 日～３月 3 日・10 月 28 日～ 12 月 13 日の月～金
行き方 ロンドン中心部から約 102 マイル（カーナビに頼りきらず、
 近くまで来たら茶色のツーリストサインを頼りに向かうと良い）。
 ※泊まりがけでキフツゲートなど、他のガーデンといっしょに巡るのも一案 。
入場料 大人£13.50、子供£6.75、ファミリー£33.75 ※ NT 会員無料。冬季は割安。

住所　Lower Basildon, Reading, Berkshire RG8 9NR
Tel: 01491-672-382
www.nationaltrust.org.uk/basildon-park
開園時間 ガーデン 10:00 ～ 17:00 （10 月 29 日～ 2 月 4 日頃 は 16:00 まで）
 ハウス 11:00 ～ 17:00 （10 月 29 日～ 2 月 4 日頃 は 16:00 まで）
休園日 12 月 24、25 日 
行き方 ロンドン中心部から約 53 マイル（カーナビに頼りきらず、近くまで来たら
 茶色のツーリストサインを頼りに向かうと良い）。
入場料 大人£13、子供£6.50、ファミリー£32.50
 ※ NT 会員、5 歳未満無料。

© Kiftsgate Court Gardens

© Kiftsgate Court Gardens


