
「第３１回「第３１回「第３１回「第３１回 菊花切花展」菊花切花展」菊花切花展」菊花切花展」

期間：１１月３日（火・祝）から１１月５日（木）

会場：植物園会館 ２F 多目的室

「第２４回「第２４回「第２４回「第２４回 きのこ展」きのこ展」きのこ展」きのこ展」

期間：１０月２４日（土）から１０月２５日（日）

会場：植物園会館 展示室

※きのこ講演会１０月２５日（日）13時半から

植物園会館 ２F研修室 「きのこの見分け方」

～お茶といけばなの祭典～お茶といけばなの祭典～お茶といけばなの祭典～お茶といけばなの祭典 201201201201５～５～５～５～

日時：１０月１８日（日）10時～15時半

・「親子de植物園探検ツアー」植物園職員と探検！

・琳派！秋の植物ウォークラリー

・大芝生地ステージで音楽・ダンス・書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽなど

・「世界のお茶席」でおもてなし！※入園料は無料です。

「対馬の絶滅危惧植物「対馬の絶滅危惧植物「対馬の絶滅危惧植物「対馬の絶滅危惧植物 講演会」講演会」講演会」講演会」

日時：10月1７日(土) 13:30から

会場：植物園会館 ２階 研修室

※「対馬の植物について」

対馬の自然と生き物の会会長 國分英俊先生

※「過去100年間における対馬の希少植物種

の分布の変遷と現状について」京都大学 東 浩司先生

「第１８回「第１８回「第１８回「第１８回 秋の京都盆栽展」秋の京都盆栽展」秋の京都盆栽展」秋の京都盆栽展」

期間：10月９日(金)から10月1２日（祝・月）

会場：植物園会館 展示室

概要：実もの盆栽を中心に盆栽約100点を展示（即売有）

＊10/1１（日）13時半～15時 盆栽講習会 於）研修室

第４７回第４７回第４７回第４７回 「野外彫刻展」「野外彫刻展」「野外彫刻展」「野外彫刻展」

期間：9月26日（土）～10月12日（月・祝）

～京都彫刻家協会員の作品約４０点を園内に展示～

※１０／４（日）植物園ｱｰﾄﾜｰｸ：ｸｽﾉｷ並木
13時半から

「第２回「第２回「第２回「第２回 ガーデニングコンテスト」開催！ガーデニングコンテスト」開催！ガーデニングコンテスト」開催！ガーデニングコンテスト」開催！

◆ガーデニング：◆ガーデニング：◆ガーデニング：◆ガーデニング：１０月１７日（土）１０月１７日（土）１０月１７日（土）１０月１７日（土）

◆展◆展◆展◆展 示：示：示：示：１１月１１月１１月１１月 １日（日）まで１日（日）まで１日（日）まで１日（日）まで

～様々な彩りの庭をお楽しみください～～様々な彩りの庭をお楽しみください～～様々な彩りの庭をお楽しみください～～様々な彩りの庭をお楽しみください～

「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 

「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」

１０月２５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

※松谷名誉園長がとっておきの見どころをご案内！

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

１２９号１２９号１２９号１２９号

２０１５２０１５２０１５２０１５

１０１０１０１０．９．９．９．９

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！

１０月１０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！

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。

～ものづくり～ものづくり～ものづくり～ものづくりGardenGardenGardenGarden・・・・Music  gardenMusic  gardenMusic  gardenMusic  garden！～！～！～！～

期間：１０月３１日（土）から１１月１日（日）

内容：手作り品店舗が大集合 約２５０店舗！！

会場：北山門広場周辺 ミニコンサート！

琳派４００年！！琳派４００年！！琳派４００年！！琳派４００年！！ 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！ 花の女神花の女神花の女神花の女神 フローラフローラフローラフローラ 降臨！！降臨！！降臨！！降臨！！ 風神降臨！！風神降臨！！風神降臨！！風神降臨！！

植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！

◆９／２７（日）～１０／１１（日）は◆９／２７（日）～１０／１１（日）は◆９／２７（日）～１０／１１（日）は◆９／２７（日）～１０／１１（日）は

高橋匡太高橋匡太高橋匡太高橋匡太 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ！ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ！ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ！ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ！ 温室前の神々が光り、温室前の神々が光り、温室前の神々が光り、温室前の神々が光り、植物園初植物園初植物園初植物園初 くすのき並木のライトアップ！くすのき並木のライトアップ！くすのき並木のライトアップ！くすのき並木のライトアップ！

１８時から２０時まで夜間開園１８時から２０時まで夜間開園１８時から２０時まで夜間開園１８時から２０時まで夜間開園（入園１９時半まで）（入園１９時半まで）（入園１９時半まで）（入園１９時半まで）＊入園無料・駐車場有料。賀茂川門は入園不可。

「第４８回「第４８回「第４８回「第４８回 バラ展」バラ展」バラ展」バラ展」

期間：10月1６日(金)から10月1８日（日）

会場：植物園会館 展示室

※バラ講習会１０月１８日（日）13時半～15時

植物園会館 ２F研修室 「バラ栽培について」

「第４９回「第４９回「第４９回「第４９回 菊花展」菊花展」菊花展」菊花展」

期間：１０月２０日(火)から１１月１５日(日)

会場：大芝生地 展示場

概要：大菊・小菊等約1000本を展示（即売有り）

菊の電車で記念撮影！！

「第２４回「第２４回「第２４回「第２４回 寒寒寒寒 蘭蘭蘭蘭 展」展」展」展」

期間：１１月１３日（金）から１１月１５日（日）

会場：植物園会館 展示室

カンラン約１００点 席飾り５席展示。即売あり。

※寒蘭講習会１１１１１１１１////１５１５１５１５((((日日日日) ) ) ) 13時半から

植物園会館 ２F研修室 「寒蘭の育て方」



＊これは可愛い！＊これは可愛い！＊これは可愛い！＊これは可愛い！

パンパスグラス

ヒョウタン

ミツバアケビ果実！

フヨウ

スイフヨウ

ホップ

シュクシャ

フイリダンチク

ｼｸﾗﾒﾝ・ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑ

オオケタデ 、アイ

ローゼル、ナタマメ

など楽しい～

＊朝は白＊朝は白＊朝は白＊朝は白 夕に紅色夕に紅色夕に紅色夕に紅色 酔っぱらい・・酔っぱらい・・酔っぱらい・・酔っぱらい・・

「植物展示場」「植物展示場」「植物展示場」「植物展示場」

シダ類

ホトトギス １

クサギ（果実） １０

ｻﾗｼﾅｼｮｳﾏ １

ノコンギク １６

ツリフネソウ ８

ｻﾝｲﾝﾋｷｵｺｼ ６，９

ヒキオコシ １０

ミズヒキ ８

小さな秋ｺｰﾅｰ ６

フジバカマ

ワレモコウetc・・

FS,AAS受賞品種！受賞品種！受賞品種！受賞品種！

ヒャクニチソウヒャクニチソウヒャクニチソウヒャクニチソウ

カンナカンナカンナカンナ

アフリカンマリゴールドアフリカンマリゴールドアフリカンマリゴールドアフリカンマリゴールド

ケイトウケイトウケイトウケイトウ

ﾄｳｶﾞﾗｼ‘ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ’ﾄｳｶﾞﾗｼ‘ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ’ﾄｳｶﾞﾗｼ‘ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ’ﾄｳｶﾞﾗｼ‘ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ’

ベニバナサルビアベニバナサルビアベニバナサルビアベニバナサルビア

ブルグマンシアブルグマンシアブルグマンシアブルグマンシア

シロタエヒマワリ

ヒャクニチソウ

パパイヤ

ｻﾙﾋﾞｱ‘ﾎﾞﾝﾌｧｲｱｰ’

トウガラシ類

UFOピーマン
ハバネロだ～

ヨルガオ 夕方に・・

ヨルガオ ・ ケチョウセンアサガオ

サガリバナ

ｳﾁﾜﾀﾞｲﾓﾝｼﾞｿｳ

ジンジソウ、ｳﾒﾊﾞﾁｿｳ

キンシャチ

キソウテンガイ

バオバブ果実育ってます！

ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ、ﾄﾘｶｳﾀﾞﾀ、ｱﾙﾎﾞﾚｱ

ｶｸﾁｮｳﾗﾝ

ﾄﾞﾗｸﾗ・ｷﾞｶﾞｽ

ﾁｬﾎﾞﾃﾞｨｱ・ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ

ｲﾝﾊﾟﾃｨｴﾝｽ いろいろ

バナナ！パパイヤ！

イクソラ 各種

ﾃﾞｨｺﾘｻﾝﾄﾞﾗ・ﾃｨﾙｼﾌﾛﾗ

ビヨウタコノキ

週刊見頃情報週刊見頃情報週刊見頃情報週刊見頃情報
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四季彩の丘四季彩の丘四季彩の丘四季彩の丘
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生態園生態園生態園生態園
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「高山植物室」「高山植物室」「高山植物室」「高山植物室」
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「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」

＊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！

＊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！

ｻﾙﾋﾞｱｻﾙﾋﾞｱｻﾙﾋﾞｱｻﾙﾋﾞｱ

16

「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」 が面白い！が面白い！が面白い！が面白い！

ﾍﾟﾝﾀｽﾍﾟﾝﾀｽﾍﾟﾝﾀｽﾍﾟﾝﾀｽ

パパイヤ！パパイヤ！パパイヤ！パパイヤ！

＊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！

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！

「沈床花壇」「沈床花壇」「沈床花壇」「沈床花壇」

ﾑﾗｻｷｺﾞﾃﾝ

ｼｭｳﾒｲｷﾞｸ

ﾇﾏｽｷﾞの気根をﾇﾏｽｷﾞの気根をﾇﾏｽｷﾞの気根をﾇﾏｽｷﾞの気根を

ご覧あれ・・・ご覧あれ・・・ご覧あれ・・・ご覧あれ・・・

（ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ園（ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ園（ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ園（ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ園 東）東）東）東）

熱帯ｽｲﾚﾝ熱帯ｽｲﾚﾝ熱帯ｽｲﾚﾝ熱帯ｽｲﾚﾝ

バンクシアバンクシアバンクシアバンクシア

17171717

ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ

ﾀｷｲ花壇ﾀｷｲ花壇ﾀｷｲ花壇ﾀｷｲ花壇

ｶﾝﾅ！ｶﾝﾅ！ｶﾝﾅ！ｶﾝﾅ！

ミカンミカンミカンミカン

色々育ってます色々育ってます色々育ってます色々育ってます

フジバカマフジバカマフジバカマフジバカマ

＊秋の七草！＊秋の七草！＊秋の七草！＊秋の七草！

ｶﾄﾘｱﾝﾃｶﾄﾘｱﾝﾃｶﾄﾘｱﾝﾃｶﾄﾘｱﾝﾃ

・ﾌｧﾋﾞﾝｷﾞｱﾅ‘ﾐｶｹﾞ’・ﾌｧﾋﾞﾝｷﾞｱﾅ‘ﾐｶｹﾞ’・ﾌｧﾋﾞﾝｷﾞｱﾅ‘ﾐｶｹﾞ’・ﾌｧﾋﾞﾝｷﾞｱﾅ‘ﾐｶｹﾞ’ ＊育ってます！＊育ってます！＊育ってます！＊育ってます！

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ

ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ

ダリア

ﾍﾞｺﾞﾆｱ‘ﾄﾞﾗｺﾞﾝｳｨﾝｸﾞ’

＊ﾅﾐﾌﾞ砂漠に自生＊ﾅﾐﾌﾞ砂漠に自生＊ﾅﾐﾌﾞ砂漠に自生＊ﾅﾐﾌﾞ砂漠に自生

ｼｸﾗﾒﾝ

ｱﾌﾘｶﾇﾑ

ｱﾙﾋﾟﾆｱｱﾙﾋﾟﾆｱｱﾙﾋﾟﾆｱｱﾙﾋﾟﾆｱ

いろいろ・・いろいろ・・いろいろ・・いろいろ・・

マツムラソウマツムラソウマツムラソウマツムラソウ

絶滅危惧種です・・絶滅危惧種です・・絶滅危惧種です・・絶滅危惧種です・・

ヒギリヒギリヒギリヒギリ 赤花！赤花！赤花！赤花！

ﾄﾞﾝｸﾞﾘ色々育ってます！ﾄﾞﾝｸﾞﾘ色々育ってます！ﾄﾞﾝｸﾞﾘ色々育ってます！ﾄﾞﾝｸﾞﾘ色々育ってます！

＊アラカシ、ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ・・・＊アラカシ、ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ・・・＊アラカシ、ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ・・・＊アラカシ、ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ・・・

ツリフネソウツリフネソウツリフネソウツリフネソウ

（植物生態園）（植物生態園）（植物生態園）（植物生態園）

洋ﾗﾝ洋ﾗﾝ洋ﾗﾝ洋ﾗﾝ 色々色々色々色々！！！！

＊果実に注目！＊果実に注目！＊果実に注目！＊果実に注目！

丸いﾊﾞﾅﾅの房のよう・・丸いﾊﾞﾅﾅの房のよう・・丸いﾊﾞﾅﾅの房のよう・・丸いﾊﾞﾅﾅの房のよう・・

「正門花壇」「正門花壇」「正門花壇」「正門花壇」

ｱﾌﾘｶﾝﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞｱﾌﾘｶﾝﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞｱﾌﾘｶﾝﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞｱﾌﾘｶﾝﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ

ケイトウケイトウケイトウケイトウ

トレニアトレニアトレニアトレニア

ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ

（植物生態園）（植物生態園）（植物生態園）（植物生態園）

ケイトウケイトウケイトウケイトウ

ｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ・ｳｶﾞﾝﾃﾞﾝｾｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ・ｳｶﾞﾝﾃﾞﾝｾｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ・ｳｶﾞﾝﾃﾞﾝｾｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ・ｳｶﾞﾝﾃﾞﾝｾ

日本のツリフネソウと比較観察・・日本のツリフネソウと比較観察・・日本のツリフネソウと比較観察・・日本のツリフネソウと比較観察・・

＊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！

ﾗﾊﾟｼﾞｭﾘｱﾗﾊﾟｼﾞｭﾘｱﾗﾊﾟｼﾞｭﾘｱﾗﾊﾟｼﾞｭﾘｱ

ﾛｾｱﾛｾｱﾛｾｱﾛｾｱ

ｼｸﾗﾒﾝ

ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑ

ハナミズキハナミズキハナミズキハナミズキ

赤実が美赤実が美赤実が美赤実が美 !

＊チリの国花です！＊チリの国花です！＊チリの国花です！＊チリの国花です！

ﾔﾅｷﾞﾊﾞﾔﾅｷﾞﾊﾞﾔﾅｷﾞﾊﾞﾔﾅｷﾞﾊﾞ

ﾋﾏﾜﾘﾋﾏﾜﾘﾋﾏﾜﾘﾋﾏﾜﾘ

ｼﾘﾌﾞｶｶﾞｼｼﾘﾌﾞｶｶﾞｼｼﾘﾌﾞｶｶﾞｼｼﾘﾌﾞｶｶﾞｼ

花とﾄﾞﾝｸﾞﾘ同時観察！花とﾄﾞﾝｸﾞﾘ同時観察！花とﾄﾞﾝｸﾞﾘ同時観察！花とﾄﾞﾝｸﾞﾘ同時観察！

秋だ！コスモス！秋だ！コスモス！秋だ！コスモス！秋だ！コスモス！

（バラ園東（バラ園東（バラ園東（バラ園東 他）他）他）他）

＊黄花＊黄花＊黄花＊黄花

十月桜十月桜十月桜十月桜 がﾁﾗﾎﾗと・・がﾁﾗﾎﾗと・・がﾁﾗﾎﾗと・・がﾁﾗﾎﾗと・・

＊鮮やか＊鮮やか＊鮮やか＊鮮やかなななな紫青花紫青花紫青花紫青花！！！！

サガリバナ！サガリバナ！サガリバナ！サガリバナ！

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 がﾁﾗﾎﾗと・・がﾁﾗﾎﾗと・・がﾁﾗﾎﾗと・・がﾁﾗﾎﾗと・・

＊これも可愛い！＊これも可愛い！＊これも可愛い！＊これも可愛い！

ｼｭｳﾒｲｷﾞｸｼｭｳﾒｲｷﾞｸｼｭｳﾒｲｷﾞｸｼｭｳﾒｲｷﾞｸ

咲き始め！咲き始め！咲き始め！咲き始め！

バオバブバオバブバオバブバオバブ

果実果実果実果実 !

ﾚｵﾉﾃｨｽ・ﾚｵﾇﾙｽﾚｵﾉﾃｨｽ・ﾚｵﾇﾙｽﾚｵﾉﾃｨｽ・ﾚｵﾇﾙｽﾚｵﾉﾃｨｽ・ﾚｵﾇﾙｽ

キンモクセイキンモクセイキンモクセイキンモクセイ

シマモクセイシマモクセイシマモクセイシマモクセイ

香ってます・・香ってます・・香ってます・・香ってます・・

秋だ！バラ！秋だ！バラ！秋だ！バラ！秋だ！バラ！

ｵｰｽﾄﾗﾘｱの花ｵｰｽﾄﾗﾘｱの花ｵｰｽﾄﾗﾘｱの花ｵｰｽﾄﾗﾘｱの花

＊今話題の猿です！＊今話題の猿です！＊今話題の猿です！＊今話題の猿です！

１０日頃まで見られるかな～１０日頃まで見られるかな～１０日頃まで見られるかな～１０日頃まで見られるかな～

ﾎｳｶﾞﾝﾉｷﾎｳｶﾞﾝﾉｷﾎｳｶﾞﾝﾉｷﾎｳｶﾞﾝﾉｷ

＊ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙﾂﾘｰ＊ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙﾂﾘｰ＊ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙﾂﾘｰ＊ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙﾂﾘｰ

意外意外意外意外に美に美に美に美

クサギの果実！クサギの果実！クサギの果実！クサギの果実！


