
「フラワーデザイン体験教室」「フラワーデザイン体験教室」「フラワーデザイン体験教室」「フラワーデザイン体験教室」

日程：8月１日(土) 13時半から15時

概要：「涼しげな夏のデザイン」テーマに

フラワーデザイン制作体験

対象：子供（小学生以上）も大人も参加できます。

申込：往復ハガキに講習会名、氏名、住所、年齢

電話番号を明記 〆切：7/1４

参加費：1,100円 （別途入園料が必要です）

定員：２0名（申込多数の場合は抽選）

会場：植物園会館2階 研修室

「第７回「第７回「第７回「第７回 ハイビスカス展」ハイビスカス展」ハイビスカス展」ハイビスカス展」

期間 ： ７月１７日(金)～７月１９日(日)

会場 ： 植物園会館1階 展示室 ＊初日は午後から

概要 ： ハイビスカス 約４００点展示。即売有。

※※※※ハイビスカス講習会（展示会開催期間中）ハイビスカス講習会（展示会開催期間中）ハイビスカス講習会（展示会開催期間中）ハイビスカス講習会（展示会開催期間中）

展示室内展示室内展示室内展示室内 随時受付：要材料費随時受付：要材料費随時受付：要材料費随時受付：要材料費 ：初日は午後から：初日は午後から：初日は午後から：初日は午後から

「第１３回「第１３回「第１３回「第１３回 富貴蘭展」富貴蘭展」富貴蘭展」富貴蘭展」

期間：7月３日(金)～7月５日(日)

場所：植物園会館１階展示室

概要： 富貴蘭約200点を展示。即売有り。

※※※※７／５（日）富貴蘭関連講習会７／５（日）富貴蘭関連講習会７／５（日）富貴蘭関連講習会７／５（日）富貴蘭関連講習会

植物園会館植物園会館植物園会館植物園会館2222階研修室階研修室階研修室階研修室 13131313時半～時半～時半～時半～15151515時時時時

～～～～ 夏夏夏夏 のののの 早早早早 朝朝朝朝 開開開開 園園園園 ～～～～ ７月１８日（土）～８月１６（日） ７時半開園！！ ＊7/18～7/23 まゆまろラジオ体操！

「第１６回「第１６回「第１６回「第１６回 盆栽何でも相談会」盆栽何でも相談会」盆栽何でも相談会」盆栽何でも相談会」

会期：７月１２日（日） 9時～１５時

会場：植物園会館１階 展示室

概要：盆栽の栽培管理(持ち込み可)についての相談

「第２回「第２回「第２回「第２回 私の好きな木」私の好きな木」私の好きな木」私の好きな木」

会期：７月１１日（土） 9時半～12時40分

会場：植物園会館２階 研修室

概要：1年間通じ１本の木を観察！（全6回）

＊対象は小学生（３年生以上、保護者同伴）、中学生

高校生、一般。当日参加可。

「第１１回「第１１回「第１１回「第１１回 園内植物採集会」園内植物採集会」園内植物採集会」園内植物採集会」

日時 ：：：： ７月２６日（日）午前の部 10時～12時

午後の部 13時～15時

対象：小中学生・親子 事前申込 各部１５組

※往復はがきで、住所、氏名、学校名、学年

連絡先、希望時間を明記し申込。7/11必着

※申し込み多数の場合抽選 HPに詳細掲載

「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！

「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」

７月１２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）

１１３号１１３号１１３号１１３号

２０１５２０１５２０１５２０１５

６６６６. . . . １９１９１９１９

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・・・

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！

６月２０日（土）

植物園会館前集合：午後１時 先着３０名

※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

「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 

観覧温室前に観覧温室前に観覧温室前に観覧温室前に 雷神雷神雷神雷神 降臨！降臨！降臨！降臨！ 琳派４００年琳派４００年琳派４００年琳派４００年 さらに何かが！？‘神々の饗宴’乞うご期待！さらに何かが！？‘神々の饗宴’乞うご期待！さらに何かが！？‘神々の饗宴’乞うご期待！さらに何かが！？‘神々の饗宴’乞うご期待！

「第４回「第４回「第４回「第４回 花ハス展示花ハス展示花ハス展示花ハス展示 ～四季～四季～四季～四季彩の丘～」彩の丘～」彩の丘～」彩の丘～」

鉢植のハスと碗ハス鉢植のハスと碗ハス鉢植のハスと碗ハス鉢植のハスと碗ハス 約１８０鉢展示！約１８０鉢展示！約１８０鉢展示！約１８０鉢展示！

７／１１（土）７／１１（土）７／１１（土）７／１１（土） ～～～～ ８／２（日）８／２（日）８／２（日）８／２（日）

「第２４回「第２４回「第２４回「第２４回 食虫植物展」食虫植物展」食虫植物展」食虫植物展」

期間：７月２４日（金）から８月９日（日）

会場：観覧温室・特別展示室

概要：ウツボカズラ、サラセニアなどを展示

※※※※７／２６（日）食虫植物関連講習会７／２６（日）食虫植物関連講習会７／２６（日）食虫植物関連講習会７／２６（日）食虫植物関連講習会

植物園会館植物園会館植物園会館植物園会館2222階研修室階研修室階研修室階研修室 13131313時半～時半～時半～時半～15151515時時時時

「「「「 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」＊６月１９日（金）～６月２８（日） 植物園会館１Ｆ 展示室

「第５６回「第５６回「第５６回「第５６回 朝顔展朝顔展朝顔展朝顔展 ～植物展示場～」～植物展示場～」～植物展示場～」～植物展示場～」

毎日鉢入替え 延べ１５００鉢展示！

７／３１（金）～８／４（火）７／３１（金）～８／４（火）７／３１（金）～８／４（火）７／３１（金）～８／４（火）

７時から１２時まで７時から１２時まで７時から１２時まで７時から１２時まで

＊８／１（土）朝＊８／１（土）朝＊８／１（土）朝＊８／１（土）朝 顔顔顔顔 観察会観察会観察会観察会 ９時９時９時９時 植物園会館前に！植物園会館前に！植物園会館前に！植物園会館前に！



テッセンテッセンテッセンテッセン

ヤマアジサイ ７

ヒメユリ ８

ハナイカダ １１

ノカンゾウ ５

ホタルブクロ １

ツリフネソウ ８

キキョウ １

トウギボウシ ８

ｶﾜﾗﾅﾃﾞｼｺ ７

オカトラノオ ６

ハンゲショウ １２

ｴｿﾞﾐｿﾊｷﾞ １４

ネムノキ １４

FS,AAS受賞品種！受賞品種！受賞品種！受賞品種！

ガイラルディアガイラルディアガイラルディアガイラルディア

ルドベキアルドベキアルドベキアルドベキア

ハナトラノオハナトラノオハナトラノオハナトラノオ

エキナケアエキナケアエキナケアエキナケア

コレオプシスコレオプシスコレオプシスコレオプシス

ｺｳﾓﾘｶﾞｻｿｳ

トケイソウ

ヒマワリ

エキナケア

ルドベキア

ダイアンサス

ハルシャギク

ﾎﾜｲﾄﾚｰｽﾌﾗﾜｰ

オシロイバナ

ヤコウボク ＊甘い香り・・

ﾗﾝﾁｭｳｿｳ ＊食虫植物！＊食虫植物！＊食虫植物！＊食虫植物！

エーデルワイス

ﾋﾏﾗﾔの青いケシ！

ﾒｺﾉﾌﾟｼｽ・ﾍﾞﾄﾆｷﾌｫﾘｱ

キンシャチ

ｳﾝｶﾘﾅ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾃﾞｨｴﾘ

キソウテンガイ 雄花！
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カカオ

バナナ

ﾌｳﾘﾝﾌﾞｯｿｳｹﾞ

ヒギリ

タッカ・シャントリエリ

見頃の植物見頃の植物見頃の植物見頃の植物

ヘメロカリス

ｴｿﾞﾐｿﾊｷﾞ

ガウラ

ｲﾌﾞｷｼﾞｬｺｳｿｳ

アニスヒソップ

マオラン

ｲﾄﾊﾞﾊﾙｼｬｷﾞｸ
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生態園生態園生態園生態園

15

「高山植物室」「高山植物室」「高山植物室」「高山植物室」

正

門

ワ

イ

ル

ド

ガ

ー

デ

ン

ワ

イ

ル

ド

ガ

ー

デ

ン

ワ

イ

ル

ド

ガ

ー

デ

ン

ワ

イ

ル

ド

ガ

ー

デ

ン

「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」

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！＊日本初導入個体！＊日本初導入個体！＊日本初導入個体！

＊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！

＊インド原産＊インド原産＊インド原産＊インド原産 赤花～赤花～赤花～赤花～

ｾﾞﾗﾆｳﾑｾﾞﾗﾆｳﾑｾﾞﾗﾆｳﾑｾﾞﾗﾆｳﾑ

ヒマワリヒマワリヒマワリヒマワリ

咲き始め咲き始め咲き始め咲き始め

バラ・・バラ・・バラ・・バラ・・ 二番花・二番花・二番花・二番花・・・・・

ソーセージノキソーセージノキソーセージノキソーセージノキ

＊ｿｰｾｰｼﾞ育ってます＊ｿｰｾｰｼﾞ育ってます＊ｿｰｾｰｼﾞ育ってます＊ｿｰｾｰｼﾞ育ってます

ｼﾛﾊﾞﾅﾔﾅｷﾞﾗﾝｼﾛﾊﾞﾅﾔﾅｷﾞﾗﾝｼﾛﾊﾞﾅﾔﾅｷﾞﾗﾝｼﾛﾊﾞﾅﾔﾅｷﾞﾗﾝ

16

タイサンボクタイサンボクタイサンボクタイサンボク ！！！！

植物園会館前！植物園会館前！植物園会館前！植物園会館前！

ヤエサンユウカ

「砂漠サバンナ室」「砂漠サバンナ室」「砂漠サバンナ室」「砂漠サバンナ室」

「冷「冷「冷「冷 房房房房 室」室」室」室」

白花ﾘｭｳｷｭｳ

ｳﾂﾎﾞｸﾞｻ

ﾊﾅｲｶﾀﾞﾊﾅｲｶﾀﾞﾊﾅｲｶﾀﾞﾊﾅｲｶﾀﾞ ♀♀♀♀

ツリフネソウツリフネソウツリフネソウツリフネソウ

ﾀﾞｲｱﾝｻｽﾀﾞｲｱﾝｻｽﾀﾞｲｱﾝｻｽﾀﾞｲｱﾝｻｽ 他他他他

アジサイアジサイアジサイアジサイetc
ノリウツギノリウツギノリウツギノリウツギ

クチナシクチナシクチナシクチナシ

＊府の絶滅危惧種＊府の絶滅危惧種＊府の絶滅危惧種＊府の絶滅危惧種

＊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！

＊育ってます！＊育ってます！＊育ってます！＊育ってます！

ﾄｰﾁｼﾞﾝｼﾞｬｰﾄｰﾁｼﾞﾝｼﾞｬｰﾄｰﾁｼﾞﾝｼﾞｬｰﾄｰﾁｼﾞﾝｼﾞｬｰ

ﾔﾏｱｼﾞｻｲﾔﾏｱｼﾞｻｲﾔﾏｱｼﾞｻｲﾔﾏｱｼﾞｻｲ

＊ｱﾙﾌﾟｽ３名花！＊ｱﾙﾌﾟｽ３名花！＊ｱﾙﾌﾟｽ３名花！＊ｱﾙﾌﾟｽ３名花！

＊ｱﾘｽﾄﾛｷｱ３兄弟揃い踏み！＊ｱﾘｽﾄﾛｷｱ３兄弟揃い踏み！＊ｱﾘｽﾄﾛｷｱ３兄弟揃い踏み！＊ｱﾘｽﾄﾛｷｱ３兄弟揃い踏み！

＊なんだこれは！＊なんだこれは！＊なんだこれは！＊なんだこれは！ ﾃﾞﾋﾞﾙﾌﾗﾜｰ！？ﾃﾞﾋﾞﾙﾌﾗﾜｰ！？ﾃﾞﾋﾞﾙﾌﾗﾜｰ！？ﾃﾞﾋﾞﾙﾌﾗﾜｰ！？

ﾊﾝｹﾞｼｮｳ

ｼﾗｻｷﾞｶﾔﾂﾘ

碗蓮

ｷｮｳﾁｸﾄｳｷｮｳﾁｸﾄｳｷｮｳﾁｸﾄｳｷｮｳﾁｸﾄｳ

ｷｮｳﾁｸﾄｳ

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 美！美！美！美！

クルシアクルシアクルシアクルシア

ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙｼﾞｬｽﾐﾝﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙｼﾞｬｽﾐﾝﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙｼﾞｬｽﾐﾝﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙｼﾞｬｽﾐﾝ

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ﾄﾘｶｳﾀﾞﾀ！ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ﾄﾘｶｳﾀﾞﾀ！ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ﾄﾘｶｳﾀﾞﾀ！ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ﾄﾘｶｳﾀﾞﾀ！

火星人来襲！火星人来襲！火星人来襲！火星人来襲！

トケイソウトケイソウトケイソウトケイソウ

＊ﾜｲﾙﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ＊ﾜｲﾙﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ＊ﾜｲﾙﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ＊ﾜｲﾙﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ

＊何に見える？＊何に見える？＊何に見える？＊何に見える？

ﾄｹｲｿｳﾄｹｲｿｳﾄｹｲｿｳﾄｹｲｿｳいろいろいろいろいろいろいろいろ

アンスリウムアンスリウムアンスリウムアンスリウム

温室の名脇役温室の名脇役温室の名脇役温室の名脇役 美！美！美！美！

「沈床花壇」「沈床花壇」「沈床花壇」「沈床花壇」

＊＊＊＊花花花花と果実！と果実！と果実！と果実！

ザクロザクロザクロザクロ

ﾆﾝｼﾞﾝﾎﾞｸﾆﾝｼﾞﾝﾎﾞｸﾆﾝｼﾞﾝﾎﾞｸﾆﾝｼﾞﾝﾎﾞｸ ハンゲショウハンゲショウハンゲショウハンゲショウ

ハス＊咲き始めハス＊咲き始めハス＊咲き始めハス＊咲き始め

ハス＊咲き始めハス＊咲き始めハス＊咲き始めハス＊咲き始め

キキョウ

キキョウ

ﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ

ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞﾋﾏﾗﾔｽｷﾞﾋﾏﾗﾔｽｷﾞﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ 球果球果球果球果

育っています・・育っています・・育っています・・育っています・・


