
国際植物の日国際植物の日国際植物の日国際植物の日「公開講座：日本の漆・世界の漆」「公開講座：日本の漆・世界の漆」「公開講座：日本の漆・世界の漆」「公開講座：日本の漆・世界の漆」

日時 ： ５月２３日（土）13:30～15:30

会場 ： 京都府立大学 稲森記念会館 １０４講義室

※京都府立植物園 共催

「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」

６月２８日(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

松谷名誉園長がとっておきの見所をご案内！

「第「第「第「第9999回回回回 初夏の園芸市」初夏の園芸市」初夏の園芸市」初夏の園芸市」

期間 ： ５月２９日（金）から５月３１日（日）

会場 ： 植物園会館1階 展示室

概要 ： さまざまな園芸植物の即売。

※※※※５／３５／３５／３５／３1111（日）（日）（日）（日） 初夏の園芸市講習会初夏の園芸市講習会初夏の園芸市講習会初夏の園芸市講習会

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 13131313時半～時半～時半～時半～15151515時時時時

「「「「(公社公社公社公社)日本植物園協会５０周年記念講演会」日本植物園協会５０周年記念講演会」日本植物園協会５０周年記念講演会」日本植物園協会５０周年記念講演会」

～日本の植物園・世界の植物園～～日本の植物園・世界の植物園～～日本の植物園・世界の植物園～～日本の植物園・世界の植物園～

＊６月２７日（土）１３：１５～１６：００

＊京都大学百周年時計台記念館 百周年記念ホール

＊申込等詳細は、日本植物園協会ＨＰ

園内掲示ポスター、チラシでご確認を！

「日本植物園協会５０年のあゆみ展」「日本植物園協会５０年のあゆみ展」「日本植物園協会５０年のあゆみ展」「日本植物園協会５０年のあゆみ展」

～５０年を振り返る～～５０年を振り返る～～５０年を振り返る～～５０年を振り返る～

＊６月１９日（金）～６月２８（日）

＊植物園会館１Ｆ 展示室

「第５２回「第５２回「第５２回「第５２回 ささささ つつつつ きききき展」展」展」展」

期間： ５月２３日(土)から５月３１日(日)

会場 ： 植物展示場

概要 ： サツキの盆栽等 約１00点を展示。即売有り。

※5※5※5※5／／／／23232323（土）～（土）～（土）～（土）～24242424（日）（日）（日）（日）

サツキ屋内展示：会館サツキ屋内展示：会館サツキ屋内展示：会館サツキ屋内展示：会館 展示室展示室展示室展示室

※5※5※5※5／／／／24242424（日）（日）（日）（日）

サツキ講習会：会館２階研修室サツキ講習会：会館２階研修室サツキ講習会：会館２階研修室サツキ講習会：会館２階研修室13131313時半～時半～時半～時半～15151515時時時時

「第４２回「第４２回「第４２回「第４２回 サボテン展」サボテン展」サボテン展」サボテン展」

期間 ： 5月1５日(金)から ５月1７日(日)

会場 ： 植物園会館1階 展示室

概要 ： サボテン等 約300鉢を展示。即売有り。

※5※5※5※5／／／／1111７（日）７（日）７（日）７（日） サボテン講習会サボテン講習会サボテン講習会サボテン講習会

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 13131313時半～時半～時半～時半～15151515時時時時

講師：京都シャボテンクラブ会員講師：京都シャボテンクラブ会員講師：京都シャボテンクラブ会員講師：京都シャボテンクラブ会員

「ゾウさんオットセイさんのウンチで「ゾウさんオットセイさんのウンチで「ゾウさんオットセイさんのウンチで「ゾウさんオットセイさんのウンチで

バナナを育てる」バナナを育てる」バナナを育てる」バナナを育てる」

動物園・水族館・植物園動物園・水族館・植物園動物園・水族館・植物園動物園・水族館・植物園 連携ワークショップ！連携ワークショップ！連携ワークショップ！連携ワークショップ！

日 時：５月１６日（土）10時～12時

場 所：植物園会館２階研修室

＊当日参加 若干名可 小学生対象

「園長・副園長の園内ガイド」「園長・副園長の園内ガイド」「園長・副園長の園内ガイド」「園長・副園長の園内ガイド」

５月３１日（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、定員30名

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

１０８号１０８号１０８号１０８号

２０１５２０１５２０１５２０１５

５５５５. . . . １５１５１５１５

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/

見どころ案内と行事予定をお届けします。見どころ案内と行事予定をお届けします。見どころ案内と行事予定をお届けします。見どころ案内と行事予定をお届けします。※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！

５月１６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

春の開園時間延長中！春の開園時間延長中！春の開園時間延長中！春の開園時間延長中！ 5/315/315/315/31（日）まで（日）まで（日）まで（日）まで １８時半まで開園（入園は１８時まで）１８時半まで開園（入園は１８時まで）１８時半まで開園（入園は１８時まで）１８時半まで開園（入園は１８時まで）

「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 

「第１１回「第１１回「第１１回「第１１回 バラ園散歩」バラ園散歩」バラ園散歩」バラ園散歩」

期間：５月２１日（木）から ５月２４日（日）

※植物園会館前集合 １７時(17:00～17:45)

概要：夕暮れに染まるバラ園を職員が案内。

「第「第「第「第6666回回回回 夏の洋ラン展」夏の洋ラン展」夏の洋ラン展」夏の洋ラン展」

期間 ： ６月４日(木)から ６月８日(月)

会場 ： 植物園会館1階 展示室 即売有り。

※毎日１４時から植え替え実演会

「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」「山野草アートボトル講習会」

日時：６月１１日（木）午前の部 9:30～11:30

午後の部 13:30～15:30

会場：植物園会館2階多目的室

※参加費3000円、往復ハガキで申し込み。

申込期限：６／４まで ＊次回開催8/13

「第１回「第１回「第１回「第１回 斑入植物展」斑入植物展」斑入植物展」斑入植物展」

期間 ： ６月１２日（金）から６月１４日（日）

会場 ： 植物園会館２階 多目的室

概要 ： さまざまな斑入植物の展示。即売有り。
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「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」

＊この葉でシャンプー！＊この葉でシャンプー！＊この葉でシャンプー！＊この葉でシャンプー！

ﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽ

＊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！

＊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！

＊一昨年日本初開花！＊一昨年日本初開花！＊一昨年日本初開花！＊一昨年日本初開花！

※※※※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・・

＊目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！＊目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！＊目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！＊目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！
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＊橙黄色花！＊橙黄色花！＊橙黄色花！＊橙黄色花！

＊ｲﾝﾄﾞ原産＊ｲﾝﾄﾞ原産＊ｲﾝﾄﾞ原産＊ｲﾝﾄﾞ原産 赤花～赤花～赤花～赤花～
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バラです！バラです！バラです！バラです！！！！！
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ペリカンバナ
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＊でかい！臭い！＊でかい！臭い！＊でかい！臭い！＊でかい！臭い！

FS,AAS受賞品種！受賞品種！受賞品種！受賞品種！

ﾍﾟﾁｭﾆｱﾍﾟﾁｭﾆｱﾍﾟﾁｭﾆｱﾍﾟﾁｭﾆｱ 、ｶｲｻﾞｲｸ、ｶｲｻﾞｲｸ、ｶｲｻﾞｲｸ、ｶｲｻﾞｲｸ

ﾀﾞｲｱﾝｻｽほかﾀﾞｲｱﾝｻｽほかﾀﾞｲｱﾝｻｽほかﾀﾞｲｱﾝｻｽほか

宝石の塔！宝石の塔！宝石の塔！宝石の塔！

ｴｷｳﾑ・ｳｲﾙﾄﾞﾌﾟﾚｯﾃｨｲｴｷｳﾑ・ｳｲﾙﾄﾞﾌﾟﾚｯﾃｨｲｴｷｳﾑ・ｳｲﾙﾄﾞﾌﾟﾚｯﾃｨｲｴｷｳﾑ・ｳｲﾙﾄﾞﾌﾟﾚｯﾃｨｲ！！！！

シャクヤクシャクヤクシャクヤクシャクヤク

ダイアンツスダイアンツスダイアンツスダイアンツス

＊おすすめ＊おすすめ＊おすすめ＊おすすめ

‘ﾀﾞﾌﾞﾙ‘ﾀﾞﾌﾞﾙ‘ﾀﾞﾌﾞﾙ‘ﾀﾞﾌﾞﾙ ﾃﾞﾗｲﾄ’ﾃﾞﾗｲﾄ’ﾃﾞﾗｲﾄ’ﾃﾞﾗｲﾄ’ 一度香りを！一度香りを！一度香りを！一度香りを！

バラバラバラバラ

‘ﾋﾟｰｽ’‘ﾋﾟｰｽ’‘ﾋﾟｰｽ’‘ﾋﾟｰｽ’ 実に美！実に美！実に美！実に美！

＊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・・

バニラバニラバニラバニラ

＊＊＊＊人工受粉してます人工受粉してます人工受粉してます人工受粉してます

オオバオオヤマレンゲオオバオオヤマレンゲオオバオオヤマレンゲオオバオオヤマレンゲ

タチバナタチバナタチバナタチバナ

トウオガタマトウオガタマトウオガタマトウオガタマ

＊甘い香り＊甘い香り＊甘い香り＊甘い香り バナナの香りが・バナナの香りが・バナナの香りが・バナナの香りが・・・・・

ｾｲﾖｳﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞｾｲﾖｳﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞｾｲﾖｳﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞｾｲﾖｳﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ

カルミアカルミアカルミアカルミア

ｵｵﾊﾞｳﾏﾉｽｽﾞｸｻｵｵﾊﾞｳﾏﾉｽｽﾞｸｻｵｵﾊﾞｳﾏﾉｽｽﾞｸｻｵｵﾊﾞｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ

植物生態園植物生態園植物生態園植物生態園

ズイナズイナズイナズイナ

植物生態園植物生態園植物生態園植物生態園

ヤマボウシヤマボウシヤマボウシヤマボウシ

カルミアカルミアカルミアカルミア

別名別名別名別名 ｱﾒﾘｶｼｬｸﾅｹﾞｱﾒﾘｶｼｬｸﾅｹﾞｱﾒﾘｶｼｬｸﾅｹﾞｱﾒﾘｶｼｬｸﾅｹﾞ

ﾋﾙｻﾞｷﾂｷﾐｿｳﾋﾙｻﾞｷﾂｷﾐｿｳﾋﾙｻﾞｷﾂｷﾐｿｳﾋﾙｻﾞｷﾂｷﾐｿｳ

※北米原産

昼咲月見草・・

オサ・オサ・オサ・オサ・ﾌﾟﾙｸﾗﾌﾟﾙｸﾗﾌﾟﾙｸﾗﾌﾟﾙｸﾗ

ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞｲﾛﾊﾓﾐｼﾞｲﾛﾊﾓﾐｼﾞｲﾛﾊﾓﾐｼﾞの翼果！の翼果！の翼果！の翼果！

オサ・プルクラオサ・プルクラオサ・プルクラオサ・プルクラ

昨年昨年昨年昨年日本日本日本日本初開花！初開花！初開花！初開花！

ジャカランダジャカランダジャカランダジャカランダ

「甘香ゾーン」「甘香ゾーン」「甘香ゾーン」「甘香ゾーン」

テッセンテッセンテッセンテッセン

ｴﾚﾑﾙｽｴﾚﾑﾙｽｴﾚﾑﾙｽｴﾚﾑﾙｽ ｼﾈﾝｼｽｼﾈﾝｼｽｼﾈﾝｼｽｼﾈﾝｼｽ

ｵｵﾊﾞｵｵﾔﾏﾚﾝｹﾞｵｵﾊﾞｵｵﾔﾏﾚﾝｹﾞｵｵﾊﾞｵｵﾔﾏﾚﾝｹﾞｵｵﾊﾞｵｵﾔﾏﾚﾝｹﾞ

＊中国、朝鮮半島原産＊中国、朝鮮半島原産＊中国、朝鮮半島原産＊中国、朝鮮半島原産

ｲｿﾌﾟﾚｸｼｽ・ｶﾅﾘｴﾝｼｽｲｿﾌﾟﾚｸｼｽ・ｶﾅﾘｴﾝｼｽｲｿﾌﾟﾚｸｼｽ・ｶﾅﾘｴﾝｼｽｲｿﾌﾟﾚｸｼｽ・ｶﾅﾘｴﾝｼｽ

ボダイジュ

スダジイスダジイスダジイスダジイ

の花です！の花です！の花です！の花です！


