
「山野草アートボトル講習会「山野草アートボトル講習会「山野草アートボトル講習会「山野草アートボトル講習会 ①」①」①」①」

期間：４月９日（木）

午前の部9:30～、午後の部13:30～

会場：植物園会館２階 多目的室

申込み：往復はがき 住所、氏名、連絡先を明記

※参加費 各3,000円

「「「「第２４回第２４回第２４回第２４回 フクシア展」フクシア展」フクシア展」フクシア展」

期間：４月２４日（金）から５月１０日（日）

会場：観覧温室内

概要：フクシア約１００品種、約１５０鉢展示。

「第４回「第４回「第４回「第４回 サトザクラ展」サトザクラ展」サトザクラ展」サトザクラ展」

期間：４月１７日（金）から４月２０日（月）

会場：植物園会館１階 展示室

概要：サトザクラを中心に切枝展示。

「たそがれ・桜・そぞろ歩き」「たそがれ・桜・そぞろ歩き」「たそがれ・桜・そぞろ歩き」「たそがれ・桜・そぞろ歩き」

期間：４月１７日（金）から４月２２日（水）

17:00～17:45 植物園会館前集合

※夕暮れに染まる園内を技術職員が桜案内！！

「第３６回「第３６回「第３６回「第３６回 京都盆栽展」京都盆栽展」京都盆栽展」京都盆栽展」

期間：４月３日（金）から４月６日（月）

会場：植物園会館展示室

概要：盆栽 約３０席９０点展示。即売有り。

※※※※４／５（日）４／５（日）４／５（日）４／５（日） 盆栽関連講習会盆栽関連講習会盆栽関連講習会盆栽関連講習会

・植物園会館２階研修室・植物園会館２階研修室・植物園会館２階研修室・植物園会館２階研修室 13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00

・「盆栽の植替えと剪定」・「盆栽の植替えと剪定」・「盆栽の植替えと剪定」・「盆栽の植替えと剪定」

春爛漫！！春爛漫！！春爛漫！！春爛漫！！桜桜桜桜ライトアップ！ライトアップ！ライトアップ！ライトアップ！ ◆◆◆◆３月２７日（金）３月２７日（金）３月２７日（金）３月２７日（金）からからからから ４月１４月１４月１４月１2222日（日）まで開催！◆日（日）まで開催！◆日（日）まで開催！◆日（日）まで開催！◆

※日没から午後９時までライトアップ！入園は午後８時まで・・

～ソメイヨシノ に ヤマザクラ、エドヒガン に ヤエベニシダレなどなど～

「植物園ガイド」が植物案内！

～見どころ案内・魅力解説・楽しさ倍増！～～見どころ案内・魅力解説・楽しさ倍増！～～見どころ案内・魅力解説・楽しさ倍増！～～見どころ案内・魅力解説・楽しさ倍増！～

① ７名以上のｸﾞﾙｰﾌﾟや団体で来園される方を対象

② 申込は希望日の10日前までに。（要相談）

③ ガイドは1時間程度。（無料）

* 申込先：京都府立植物園 TEL  075-701-0141

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

１０２号１０２号１０２号１０２号

２０１５２０１５２０１５２０１５

４４４４. . . . ３３３３

京都府立植物園
〒６０６-０８２３ 京都市左京区下鴨半木町

TEL 075-701-0141   FAX 075-701-0142

http://www.pref.kyoto.jp/plant/

行事予定と見どころ案内をお届けします。行事予定と見どころ案内をお届けします。行事予定と見どころ案内をお届けします。行事予定と見どころ案内をお届けします。※休園日は、年末年始（12/28～1/4）だけです。

園長ブログはHPから・・・

since1924

植物園芸相談植物園芸相談植物園芸相談植物園芸相談

■毎週日曜日 午前９時～正午、午後１時～午後４時

■植物園会館２階園芸サロンへ 又は電話０７５－７０１－０１４１で

「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」職員が植物ｶﾞｲﾄﾞ！

４月４日（土）

植物園会館前集合：午後１時 先着３０名

～技術課の職員が見どころ案内～

※年間パスポート好評発売中！

・１年間、何度でもご利用いただけるお得なチケットです！いただけるお得なチケットです！いただけるお得なチケットです！いただけるお得なチケットです！

大人大人大人大人1000100010001000円円円円 高校生高校生高校生高校生750750750750円円円円

・入園門でご購入いただけますので是非お買い求めください。

※温室観覧料は別途必要となります

「第２４回「第２４回「第２４回「第２４回 球根ベゴニア展」球根ベゴニア展」球根ベゴニア展」球根ベゴニア展」

期間：３月２７日（金）から４月１２日（日）

会場：観覧温室 ジャングル室

※球根ベゴニア 約３００鉢を展示

「第２３回「第２３回「第２３回「第２３回 しゃくなげ展」しゃくなげ展」しゃくなげ展」しゃくなげ展」

期間：４月１０日（金）から４月１２日（日）

会場：植物園会館１階 展示室

概要：シャクナゲ類約１００展展示。即売有り。

※※※※４／１２（日）４／１２（日）４／１２（日）４／１２（日） しゃくなげ講習会しゃくなげ講習会しゃくなげ講習会しゃくなげ講習会

植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室 13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00

「名誉園長さんときまぐれ散歩」「名誉園長さんときまぐれ散歩」「名誉園長さんときまぐれ散歩」「名誉園長さんときまぐれ散歩」

４／１２(日） 植物園会館前集合：午後２時午後２時午後２時午後２時

「「「「京都さくらよさこい京都さくらよさこい京都さくらよさこい京都さくらよさこい @@@@植物園」植物園」植物園」植物園」

～～～～ 延べ１３３チームが植物園延べ１３３チームが植物園延べ１３３チームが植物園延べ１３３チームが植物園でよさこい演舞でよさこい演舞でよさこい演舞でよさこい演舞！！！！ ～～～～

４月４日（土）～４月５日（日）11時～12時、13時～16時

※大芝生地でステージ演舞！ ・ くすのき並木でパレード演舞！

「「「「第３６回第３６回第３６回第３６回 エエエエ ビビビビ ネ展」ネ展」ネ展」ネ展」

期間：４月２９日（水祝）から５月３日（日）

会場：植物園会館１階 展示室

概要：エビネ類約２００点展示。即売有り。

※※※※４／２９４／２９４／２９４／２９（水祝）（水祝）（水祝）（水祝） エビネ講習会エビネ講習会エビネ講習会エビネ講習会

植物園植物園植物園植物園会館２階研修室会館２階研修室会館２階研修室会館２階研修室 13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00

「「「「第５４回第５４回第５４回第５４回 山草野草展」山草野草展」山草野草展」山草野草展」

期間：４月２９日（水祝）から５月６日（水休）

会場：植物展示場

概要：山草野草 約５００点展示。即売有り。

※※※※５／３５／３５／３５／３（日）（日）（日）（日） 山草野草講習会山草野草講習会山草野草講習会山草野草講習会 13:3013:3013:3013:30～～～～



ハクモクレンハクモクレンハクモクレンハクモクレン
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‘有楽’‘有楽’‘有楽’‘有楽’ クリスマスローズ

スイセン

ビオラ

ｽｲｰﾄ ｱﾘｯｻﾑ
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ブロウネア・ｱﾘｻ

ｻﾗｶ ﾃﾞｨｳｪｽ

見頃の植物見頃の植物見頃の植物見頃の植物

スイセン

ジンチョウゲ

ｼｸﾗﾒﾝ ﾍﾟﾙｼｸﾑ

プリムラ ウルガリス
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アーモンド
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「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」

＊ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞいまだ健在・・＊ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞいまだ健在・・＊ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞいまだ健在・・＊ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞいまだ健在・・

ムスカリ・ムスカリ・ムスカリ・ムスカリ・ ヒヤシンスヒヤシンスヒヤシンスヒヤシンス

チューリップチューリップチューリップチューリップ

＊日本初導入個体！必見！＊日本初導入個体！必見！＊日本初導入個体！必見！＊日本初導入個体！必見！

ツバキ！ツバキ！ツバキ！ツバキ！

月光や日光など月光や日光など月光や日光など月光や日光など

実に美！実に美！実に美！実に美！

＊織田信長の弟＊織田信長の弟＊織田信長の弟＊織田信長の弟

が愛でたﾂﾊﾞｷが愛でたﾂﾊﾞｷが愛でたﾂﾊﾞｷが愛でたﾂﾊﾞｷ

＊重量感ある真っ赤な花！＊重量感ある真っ赤な花！＊重量感ある真っ赤な花！＊重量感ある真っ赤な花！

＊食虫植物だ～＊食虫植物だ～＊食虫植物だ～＊食虫植物だ～

ｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞ

園内各所で！園内各所で！園内各所で！園内各所で！

ﾈﾍﾟﾝﾃｽﾈﾍﾟﾝﾃｽﾈﾍﾟﾝﾃｽﾈﾍﾟﾝﾃｽ（食虫植物）（食虫植物）（食虫植物）（食虫植物）

正門花壇に正門花壇に正門花壇に正門花壇に

白象現る！琳派！白象現る！琳派！白象現る！琳派！白象現る！琳派！

イベリス、アリッサムイベリス、アリッサムイベリス、アリッサムイベリス、アリッサム

ビオラ・・ビオラ・・ビオラ・・ビオラ・・

ｺﾌﾞｸｻﾞｸﾗｺﾌﾞｸｻﾞｸﾗｺﾌﾞｸｻﾞｸﾗｺﾌﾞｸｻﾞｸﾗ

ﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷ

‘月光’‘月光’‘月光’‘月光’

＊入ってすぐ！目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！＊入ってすぐ！目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！＊入ってすぐ！目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！＊入ってすぐ！目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！

＊香りも楽しんで！＊香りも楽しんで！＊香りも楽しんで！＊香りも楽しんで！

ﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽ ﾘｸﾞﾘｸｽﾘｸﾞﾘｸｽﾘｸﾞﾘｸｽﾘｸﾞﾘｸｽ 各種各種各種各種

ﾎﾝｺﾝﾄﾞｳﾀﾞﾝﾎﾝｺﾝﾄﾞｳﾀﾞﾝﾎﾝｺﾝﾄﾞｳﾀﾞﾝﾎﾝｺﾝﾄﾞｳﾀﾞﾝ

ﾅﾙｷｯｽｽ・ﾌﾞﾙﾎﾞｺﾃﾞｨｳﾑﾅﾙｷｯｽｽ・ﾌﾞﾙﾎﾞｺﾃﾞｨｳﾑﾅﾙｷｯｽｽ・ﾌﾞﾙﾎﾞｺﾃﾞｨｳﾑﾅﾙｷｯｽｽ・ﾌﾞﾙﾎﾞｺﾃﾞｨｳﾑ

ｼﾃﾞｺﾌﾞｼｼﾃﾞｺﾌﾞｼｼﾃﾞｺﾌﾞｼｼﾃﾞｺﾌﾞｼ

アセビアセビアセビアセビ

園内各所・・園内各所・・園内各所・・園内各所・・

アーモンドアーモンドアーモンドアーモンド

サンシュユサンシュユサンシュユサンシュユ

トサミズキトサミズキトサミズキトサミズキ

＊ヨーロッパなどに広く分布＊ヨーロッパなどに広く分布＊ヨーロッパなどに広く分布＊ヨーロッパなどに広く分布

ﾈﾓﾌｨﾗﾈﾓﾌｨﾗﾈﾓﾌｨﾗﾈﾓﾌｨﾗ

ｸﾘｻﾝｾﾏﾑｸﾘｻﾝｾﾏﾑｸﾘｻﾝｾﾏﾑｸﾘｻﾝｾﾏﾑ

ﾊﾟﾙﾄﾞｻﾑﾊﾟﾙﾄﾞｻﾑﾊﾟﾙﾄﾞｻﾑﾊﾟﾙﾄﾞｻﾑ

ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ

ﾄｻﾐｽﾞｷﾄｻﾐｽﾞｷﾄｻﾐｽﾞｷﾄｻﾐｽﾞｷ

ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ

＊原種シクラメン＊原種シクラメン＊原種シクラメン＊原種シクラメン

＊原種シクラメン＊原種シクラメン＊原種シクラメン＊原種シクラメン

ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ

球根ﾍﾞｺﾞﾆｱ展球根ﾍﾞｺﾞﾆｱ展球根ﾍﾞｺﾞﾆｱ展球根ﾍﾞｺﾞﾆｱ展

ジェイドバイン

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ！！ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ！！ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ！！ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ！！

ｿﾒｲﾖｼﾉ満開！ｿﾒｲﾖｼﾉ満開！ｿﾒｲﾖｼﾉ満開！ｿﾒｲﾖｼﾉ満開！4/2現在現在現在現在
まもなくまもなくまもなくまもなくﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ が！！が！！が！！が！！

ﾌﾀﾊﾞｱｵｲﾌﾀﾊﾞｱｵｲﾌﾀﾊﾞｱｵｲﾌﾀﾊﾞｱｵｲ

ネモフィラネモフィラネモフィラネモフィラ

シダレモモシダレモモシダレモモシダレモモ

レンギョウレンギョウレンギョウレンギョウ

ｱﾙﾎﾞﾌｨﾙﾑ

ｽﾋﾟｶﾂﾑ

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ！！ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ！！ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ！！ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ！！

サクラ品種色々サクラ品種色々サクラ品種色々サクラ品種色々

＊橙黄色花！＊橙黄色花！＊橙黄色花！＊橙黄色花！

＊＊＊＊咲き始めた咲き始めた咲き始めた咲き始めた～～～～

ランランランランいろいろいろいろいろいろいろいろ

オオカメノキオオカメノキオオカメノキオオカメノキ

トサミズキトサミズキトサミズキトサミズキ

ﾗｼｮｳﾓﾝｶｽﾞﾗﾗｼｮｳﾓﾝｶｽﾞﾗﾗｼｮｳﾓﾝｶｽﾞﾗﾗｼｮｳﾓﾝｶｽﾞﾗ

生態園生態園生態園生態園


