
「第４１回 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  販売あり 

◆盆栽講習会  「色々な盆栽の手入れの仕方」 

 ・４／５（日）植物園会館 ２F 研修室  １３時半～ 

 「第 ６回 絶滅危惧植物講演会」 
   日時：３月２８日（土） 植物園会館２F 研修室  
   ・13時30分～ 「カンアオイを探して」                              
       ・14時40分～ 「忘れられた森の巨人 
           ～絶滅危惧種ヤクタネゴヨウ～」         

   

 「第 ６回 カンアオイ展」 
      期間：３月２７日（金）から３月２９日（日） 
    会場：植物園会館  展示室  

  「古典の日絵巻 スタンプラリー！」 
  ～ 源氏物語ゆかりの植物を毎月観察しよう～ 
  ※スタンプは 植物園会館１Fロビーで 

 ３月は 樺桜！  樺桜はオオヤマザクラ！？  
  松谷名誉園長が、紫式部の心情を解説  
   

    「名誉園長さんときまぐれ散歩」 
     ２月１６日(日） 
    植物園会館前集合：午後２時スタート！   
    

       ３／２９（日）の   「副園長と園内散歩」 

   は 中止させていただきます。           

  「水曜ミニガイド」 
        

「土曜ミニミニガイド」              

           「植物園ガイド」が植物案内！ 
  お待たせしました!! 7/16（木）から再開します。 

   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 ガイドは当面３０分程度。（無料） 
    * 申込先：京都府立植物園 TEL  075-701-0141    

ほっこり ウィークリー 
（毎週金曜日発行） 
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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/ 

Kyoto Botanical 
Gardens 

   

2016ｽﾀｰﾄは園長！？ 

 ※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！                   
                       大人1000円  高校生750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。 

 植物園芸相談    ※当面の間は電話での相談対応となります。  
  ■毎週 日曜日 午前９時～正午、午後１時～午後４時 
  ■ 電話０７５－７０１－０１４１で 

  

植物園認定ｶﾞｲﾄがご案内！ 

  

植物園ＨＰ！ 

     

 
   ～ 独り言～ 
☆「森のカフェ」の‘カレーうどん’がなかなかいい・・ 
         暖まる 暖まる～ 

 
 

一人で散歩します・・ 

 京都府立大学との共同により、ス
マホを使って園内の自分の位置が確
認できる『スマホdeガイド』を作

成！ ‘おすすめ樹木めぐり’‘お
すすめエリアガイド’などをスマホ
で確認し、植物観察！ 

ＱＲコードをｽﾏﾎで 

読み込み、「位置 

情報を利用する」 

に設定！ 

スマホdeガイド 

  

いつものように爽やかガイド！ 

※４月から 講演会・講習会等を順次再開しますが、マスク着用で定員３０名以内ですのでご理解ください。    

入園無料！ 

「第２９回 球根ベゴニア展」 
     期間：３月２８日（土）から４月１２日（日） 
   会場：観覧温室 ジャングル室 
    ※桜ライトアップ期間中は 夜間も開室！ 

  ３／２９（日）の 
 春の「ものづくり Street」～ 京都北山手づくり市 ～ 

     は 中止させていただきます。        

   

  

※新型コロナウイルス感染対策といたしまして、倦怠感や風邪の症状のある方は、 
                   ご来園を控えていただきますようお願いいたします。 

    入園の際は マスクの着用や手洗い、アルコール消毒にご協力お願いいたします。    

※上記の講演会につきましては中止させていただきます。     

（開催予定）     

※４月から再開！      

  ※当面の間 水曜ミニガイドは中止させていただきます。                  

  【ご来園前のお願い】 

   ◆ご来園前に、検温等を行ってください。 

    ◆２週間以内に感染が拡大している国への訪問歴がある方はご入園をお断りします。 

 「東洋蘭 講演・相談会」      

      日時：４月１２日（日）１３時半～       
  会場：植物園会館 ２F 多目的室    

「第９回 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 

◆‘桜散歩！’技術課職員が桜の魅力を解説します！ 

    ・４／１７（金）１８（土），１９（日） 
        植物園会館前１３時集合！ 

※上記の展示会、講演会等につきましては 
             中止させていただきます。     

※上記の講演会等につきましては中止させていただきます。     

※大変残念ですが、桜ライトアップは中止させていただいております。     

※お待たせしました!! ４月１日（水）から観覧温室を通常どおり開室しています。     

  「バラ栽培講習会」～ 春バラの手入れ ～ 
    日時：４月１８日（土）13時～ （受付12時半から） 
    会場：植物園会館2F研修室  
    講師：日本ばら会京都部会  

「第２９回 フクシア展」 
     期間：４月２４日（金）から５月１０日（日祝） 
   会場：観覧温室内 
       概要：フクシア約２００品種、約２５０鉢展示。 

植物園会館前集合：午後１時スタート！ 

「第５９回 山草野草展」 
     期間：４月２９日（水祝）から５月５日（火祝） 
   会場：植物展示場 
       概要：山草、野草類約５００点展示。販売有り。 
 ◆山草野草講習会  
    ・５/３(日祝) 13時半から 植物園会館２Ｆ研修室    

※上記の講習会につきましては中止させていただきます。     

※上記の相談会につきましては中止させていただきます。     

 「小菊盆栽講習会」      

      日時：４月４日（土）１３時半～       
  会場：植物園会館 ２F 研修室    

※上記の講習会につきましては中止させていただきます。     

毎週土曜日は・・・           

「 副園長のほっこりガイド」              

７月２６日（日）何処を歩くかはお楽しみ！             

植物園会館前集合：午後２時スタート！ 

「第４１回 エ ビ ネ展」 
     期間：４月２９日（水祝）から５月３日（日祝） 
   会場：植物園会館１階 展示室 
       概要：エビネ類約２００点展示。販売有り。 
 ◆エビネ講習会  
    ・4/29(水祝) 13時半から 植物園会館２Ｆ研修室    

ご来園の皆様の感染症予防のために 
 

◆ ご来園前に、検温等を行ってください。 

◆ ご入園の際は、体温確認させていただきます。 

◆ 園内では、マスク等を着用し、人との距離の確保をお願いします。 

 ※ 人との距離を十分に取ったうえで、適宜マスクを外すなどの休憩をとり熱中症の予防   

  を心がけてください。 

◆ 未来くん広場(遊具・きのこ文庫)を閉鎖、観覧温室内の昼夜逆転室を閉室しています。 

◆ 水琴窟を使用禁止しています。 

      ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  

  【ご入園時のお願い】 

   ◆入園門では、サーモグラフィー等にて体温確認させていただきます。 

   ◆発熱、咳、咽頭痛などの症状がある方はご入園をお断りします。 

   ◆マスクの着用や咳エチケットをお願いします。 

  【ご入園後のお願い】 

   ◆人との距離を確保しましょう。 

   ◆手洗い・手指の消毒を行いましょう。 

   ◆こまめな水分補給や、人との距離を十分取った上で適宜マスクを外すなど休憩を 

    とり熱中症の予防を心がけましょう。 

   ◆人の密集が想定される次のエリア等を一部封鎖しています。 

    ・未来くん広場（遊具、きのこ文庫） 

    ・観覧温室内の昼夜逆転室   

   ◆人が密集するエリアのテーブル・イスを撤去しています。    

  

  

    「おうちでお花見」              

技術課職員が植物解説！ 

 「週刊オススメ植物情報」の代替版です。       

 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 
  ■ 電話０７５－７０１－０１４１で 

※ 講演会・講習会等を再開しましたが、定員３０名以内ですのでご理解ください。    

    「土曜ミニミニガイド」              技術課職員が植物解説！ 

※４月から再開！      植物園会館前集合：午後１時スタート！ 

技術課職員が植物解説！ 

植物園会館前集合：午後１時スタート！（30分程度） 

夏の子ども写生大会 募集中！！ 

７／２６（日）7:30～10:30開催！ 

★京都彫刻家協会会員が絵画指導！ 

事前申込 〆切 7/15（水） 詳細は植物園ＨＰで！  

  第２９回 食虫植物展 
○日時：7月23日（木・祝）～8月10日（月・祝） 
○場所：観覧温室特別展示室 
○内容：ウツボカズラ、サラセニアなど100種展示。 
○販売：7/23の13:00からと、7/24～26 
 
◆７／２６（日）「ハエトリソウについて」講演会 

 植物園会館2階研修室 13:30～15:00 
 （当日会場受付 13:00～） 
 講 師：大谷博行氏 
 定 員：先着３0名 
 参加費：無料（別途入園料が必要） 
 

  第４回 帰化植物展 
○日時：8月7日（金）～8月16日（日） 
○場所：植物園会館1階展示室 
○テーマ：「侵略的外来植物」 
○内容：帰化植物の写真、解説パネル及び切花等の展示。 
 
◆８／９（日）帰化植物展関連観察会 

 植物園会館2階研修室 13:30～15:00 
 （当日会場受付 13:00～） 
 内 容：「帰化植物を観察しよう」 
     帰化植物についての説明及び生育地での観察。 
 講 師：京都府生物教育会 西村 元氏 
 定 員：先着３0名 
 参加費：無料（別途入園料が必要） 
 



① シナマンサク 

① 

ああああああああああああ
ああああああああああああ
ああああああああああああ
ああああああああ 

 
 

今週の「探して！」 
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⑫タッカ シャントリエリ 
ヤマノイモ科。東南アジア大陸部
～マレー半島に自生。コウモリの
翼に見える部分は苞、垂れ下がる
ように付くのが花、ネコのひげのよ
うな部分は花を付けなかった未発
達な花茎。「Bat flower(ｺｳﾓﾘ花)」
や「Devil flower(悪魔花)」の別名も。 

①ニュートンのリンゴ 

バラ科。アイザック・ニュートンは、
リンゴが樹上から落下する様子を
見て万有引力のアイデアを得たと
いわれ、この時のリンゴの木が「ケ
ントの花」という栽培品種。この個
体は原木が老衰で伐採される前
に接ぎ木で増やされたうちの一つ。 

②アガパンサス 

ヒガンバナ科。南アフリカ原産。別
名「アフリカンリリー」と呼ばれるほ
か、君子蘭に似ていることから「紫
君子蘭（ムラサキクンシラン）」とい
う和名もある。ギリシャ語で愛を意
味する「agape」と、花を意味する
「anthos」が名前の語源。 

⑪オウゴンオニユリ 

ユリ科。オニユリの変種で、対馬に
のみ自生。個体によってかなり変
異がある。乱獲のため野生状態で
はほとんど存在せず、現在、保存
育成が有志の方々の手で行われ
ている。ムカゴが葉の付け根にで
き増殖は非常に容易。 

⑩レンブ 

フトモモ科。マレー半島原産。食
用として台湾、インド、フィリピン等
で栽培。果実は直径約3～7cmで
赤や緑など様々な色がある。生食
しリンゴとナシを合わせたような味
わいで、爽やかな酸味があるが果
汁は少ない。英名はWax apple。 

⑨ネコノヒゲ 

シソ科。インドやマレーシアに自生。
花から伸びた雄しべが、猫のひげ
のように見えることから名が付いた。
現地でも同様にマレー語で「猫の
ひげ」に当たる「クミスクチン」と呼
ばれ、古くから薬草として重宝され
ている。沖縄では三大薬草の一つ。 

⑦キソウテンガイ 

ウェルウィッチア科。アフリカ南部
のナミブ砂漠原産。終生伸び続け
る1対だけの昆布のような２枚の葉
に、地下水を求めて砂漠の地下奥
深くまで伸びる長い根。自生地で
は推定樹齢2千年の長寿な株も。
まさに和名「奇想天外」たるゆえん。 

⑥ムクゲ 

アオイ科。中国やインドなどに自
生。日本へは平安時代初期には
渡来していたと考えられる。韓国で
は国花でもあり「無窮花(ムグン
ファ)」と呼ばれている。花の少ない
夏の間中咲いているように見える
が、多くの花は一日で散る一日花。 

③ハス 

ハス科。インド、中国、日本などに
自生。花は日の出から咲き始め、
昼頃には閉じてしまう。この開閉を
約4日間繰り返した後、花びらが散
る。和名の「ハス」は、花が散った
後にできる果托（かたく）が蜂の巣
に似ていることに由来。 

④チヨウキンレン 

バショウ科。中国やベトナムなどに
分布。漢字では「地湧金蓮」と書き、
外観が地面から金色のハスの花
が湧き出したように見えることが名
前の由来。また、見た目がバナナ
にも似ていることから、英名は
「チャイニーズ・イエロー・バナナ」。 

⑤アメリカフヨウ 

アオイ科。北アメリカに自生。フヨ
ウ属の中では草丈が約1ｍと低い
が、園芸品種の中には花の直径
が２５cmを超える花を咲かせるもの
もある。花は朝に開いて夕方には
閉じる一日花だが、毎日新しい花
が咲くので１か月以上楽しめる。 

② 

賀茂川門 北山門 

正門 

北 
泉 
門 

北 
泉 
門 

正門 

賀茂川門 北山門 

写真はコチラ！ 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑧ムラサキバレンギク 

キク科。北アメリカ原産。花びらが
やや下向きに反って咲く姿が「紫
色の馬簾（ばれん）のような菊」に
似ることが名の由来。馬簾とは、江
戸時代の町火消しが消火活動の
目印などに用いていた纏（まとい）
にのれんのように付いている部分。 


