
「オータム・イン植物園／秋の収穫祭」「オータム・イン植物園／秋の収穫祭」「オータム・イン植物園／秋の収穫祭」「オータム・イン植物園／秋の収穫祭」

期間：１１月２１日(土)から１１月２２日(日)

於）大芝生地など

※ミニSL乗車体験、植物クラフト体験、紅葉ツアー

名誉園長ツアー(22日14時から)など

※くすのき並木でマルシェいろいろ

★２２日は動物園や水族館、青少年科学センターも参入！

キリンの骨格やダイオウイカがやってくる！

「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」

「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木 特別編」特別編」特別編」特別編」 ～大芝生地で開催～～大芝生地で開催～～大芝生地で開催～～大芝生地で開催～

日時：１１月１日（日）10時～１５時半

＊10時～ 秋の観察会：五感を使って観察・スケッチ

＊12時～ 市中央図書館によるストーリーテリング

木のｽﾄﾗｯﾌﾟづくり、木の楽器で楽しもう

～ 世界最大の翼を持つ種子

「ｱﾙｿﾐﾄﾗ・ﾏｸﾛｶﾙﾊﾟ」が大芝生地を滑空 ～

「寄せ植え講習会」「寄せ植え講習会」「寄せ植え講習会」「寄せ植え講習会」

日時：１１月１４日(土)13時半～15時

場所： 植物園会館2階研修室

＊往復ハガキで申し込み。参加費3500円。詳細はＨＰで。

「木原「木原「木原「木原 浩浩浩浩 講演会」講演会」講演会」講演会」

日時：１１月３日（火・祝）１３時３０分～１５時

会場：植物園会館 ２F 研修室 ＊花を探して世界の辺境へ

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 ・女神・女神・女神・女神 ・風神降臨！・風神降臨！・風神降臨！・風神降臨！

～～～～ ２５日にﾊﾛｳｨﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞを迎え、ﾌｧｲﾅﾙﾒｯｾｰｼﾞ２５日にﾊﾛｳｨﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞを迎え、ﾌｧｲﾅﾙﾒｯｾｰｼﾞ２５日にﾊﾛｳｨﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞを迎え、ﾌｧｲﾅﾙﾒｯｾｰｼﾞ２５日にﾊﾛｳｨﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞを迎え、ﾌｧｲﾅﾙﾒｯｾｰｼﾞ ～～～～

「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」

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

～「彩りの庭」展示中～「彩りの庭」展示中～「彩りの庭」展示中～「彩りの庭」展示中 ～～～～

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

「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３回「第３回「第３回「第３回 苔・こけ・コケ展」苔・こけ・コケ展」苔・こけ・コケ展」苔・こけ・コケ展」11/2111/2111/2111/21～～～～23232323 会館展示室会館展示室会館展示室会館展示室

「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）

１３１号１３１号１３１号１３１号

２０１５２０１５２０１５２０１５

１０１０１０１０．２３．２３．２３．２３

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２４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！

植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！

「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！！

「木原「木原「木原「木原 浩浩浩浩 写真展」写真展」写真展」写真展」

～世界植物記～世界植物記～世界植物記～世界植物記 アフリカ・南アメリカ編アフリカ・南アメリカ編アフリカ・南アメリカ編アフリカ・南アメリカ編～～～～

期間：１０月３０日（金）～１１月８日（日）

場所：植物園会館１F展示室

※他では見られない

まったくとんでもない植物たちの写真展です！！

地下鉄烏丸線「北山」延伸２５周年記念祭！地下鉄烏丸線「北山」延伸２５周年記念祭！地下鉄烏丸線「北山」延伸２５周年記念祭！地下鉄烏丸線「北山」延伸２５周年記念祭！

日時：１０月２４日（土）１１時から１６時半まで

～ 北山門噴水広場に集合！ ～

※ダンスや音楽、ゆるキャラなどのステージ！

※トレインシュミレータｰ、市バス車両も登場！

※交通局の掘り出し物市！忘れ物の傘やいろいろ・・



ｼｸﾗﾒﾝ

ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑ

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）

ネリネ

＊花弁輝く＊花弁輝く＊花弁輝く＊花弁輝く

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘﾘｰ！ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘﾘｰ！ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘﾘｰ！ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘﾘｰ！

パンパスグラス

サネカズラ

ガウラ

フヨウ

スイフヨウ

ホップ

フイリダンチク

ｼｸﾗﾒﾝ・ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑ

シカクマメ、トウゴマ

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」

菊 ・ シダ類

ﾀﾞｲﾓﾝｼﾞｿｳ １

クサギ（果実） １０

ノコンギク １６

ツリフネソウ ８

イイギリ（赤実）１６

ワレモコウ ６

キブネギク ８

イナカギク ９

フユイチゴ １１

ツワブキ ６

ヤブムラサキ ７

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

ｻﾙﾋﾞｱ・ﾚｳｶﾝﾀ

ヒャクニチソウ

パパイヤ

ハマギク

トウガラシ類

UFOピーマン
ハバネロだ～

ヨルガオ 夕方に・・

サガリバナ 、 ヨルガオ、ｵｼﾛｲﾊﾞﾅ

ウメバチソウ

ジンジソウ

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

ﾁｬﾎﾞﾃﾞｨｱ・ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ

ﾄﾞﾗｸﾗ・ﾔﾈﾃｨｱｴ

ｲﾝﾊﾟﾃｨｴﾝｽ いろいろ

バナナ！ ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾙｰﾂ！

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

観覧温室観覧温室観覧温室観覧温室
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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」 可愛く彩り・・可愛く彩り・・可愛く彩り・・可愛く彩り・・

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」

＊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」

17171717

ﾀｷｲ花壇ﾀｷｲ花壇ﾀｷｲ花壇ﾀｷｲ花壇

ｶﾝﾅ、ｾﾝﾆﾁｺｳ！ｶﾝﾅ、ｾﾝﾆﾁｺｳ！ｶﾝﾅ、ｾﾝﾆﾁｺｳ！ｶﾝﾅ、ｾﾝﾆﾁｺｳ！

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’

コスモス

＊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

ﾃｺﾏﾝﾃﾃｺﾏﾝﾃﾃｺﾏﾝﾃﾃｺﾏﾝﾃ

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾌｨﾗﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾌｨﾗﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾌｨﾗﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾌｨﾗ

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・・

洋ﾗﾝ洋ﾗﾝ洋ﾗﾝ洋ﾗﾝ 色々！色々！色々！色々！

ｱﾌｪﾗﾝﾄﾞﾗｱﾌｪﾗﾝﾄﾞﾗｱﾌｪﾗﾝﾄﾞﾗｱﾌｪﾗﾝﾄﾞﾗ

＊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

ｻﾙﾋﾞｱｻﾙﾋﾞｱｻﾙﾋﾞｱｻﾙﾋﾞｱ・ﾚｳｶﾝﾀ・ﾚｳｶﾝﾀ・ﾚｳｶﾝﾀ・ﾚｳｶﾝﾀ

ﾄﾞｰﾑ菊ﾄﾞｰﾑ菊ﾄﾞｰﾑ菊ﾄﾞｰﾑ菊

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

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

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）

約２０品種のｺｽﾓｽを堪能！約２０品種のｺｽﾓｽを堪能！約２０品種のｺｽﾓｽを堪能！約２０品種のｺｽﾓｽを堪能！

＊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・・

＊鮮やかな紫青花！＊鮮やかな紫青花！＊鮮やかな紫青花！＊鮮やかな紫青花！

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・・

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！

秋だ！バラだ！秋だ！バラだ！秋だ！バラだ！秋だ！バラだ！

意外に美意外に美意外に美意外に美

クサギの果実！クサギの果実！クサギの果実！クサギの果実！

タイサンボクタイサンボクタイサンボクタイサンボク

赤い種が顔出し！赤い種が顔出し！赤い種が顔出し！赤い種が顔出し！

ｲﾁｺﾞﾉｷｲﾁｺﾞﾉｷｲﾁｺﾞﾉｷｲﾁｺﾞﾉｷ

赤実とともに咲いてます・・赤実とともに咲いてます・・赤実とともに咲いてます・・赤実とともに咲いてます・・

ｼｭｳﾒｲｷﾞｸ

＊これも可愛い！＊これも可愛い！＊これも可愛い！＊これも可愛い！

＊これは可愛い！＊これは可愛い！＊これは可愛い！＊これは可愛い！

＊ハーブいろいろ・・＊ハーブいろいろ・・＊ハーブいろいろ・・＊ハーブいろいろ・・

＊そろそろ色づき・・＊そろそろ色づき・・＊そろそろ色づき・・＊そろそろ色づき・・

ﾊﾞﾗﾊﾞﾗﾊﾞﾗﾊﾞﾗ ’ﾋﾟｰｽﾋﾟｰｽﾋﾟｰｽﾋﾟｰｽ’

まるで別世界！まるで別世界！まるで別世界！まるで別世界！

夜咲き植物を暗闇で！夜咲き植物を暗闇で！夜咲き植物を暗闇で！夜咲き植物を暗闇で！

（ｼｭｳﾒｲｷﾞｸ）

「菊花展」！「菊花展」！「菊花展」！「菊花展」！

ｽﾄﾛﾋﾞﾗﾝﾃｽｽﾄﾛﾋﾞﾗﾝﾃｽｽﾄﾛﾋﾞﾗﾝﾃｽｽﾄﾛﾋﾞﾗﾝﾃｽ

・ﾊﾐﾙﾄﾆｱﾅ・ﾊﾐﾙﾄﾆｱﾅ・ﾊﾐﾙﾄﾆｱﾅ・ﾊﾐﾙﾄﾆｱﾅ

＊「彩の丘」の北西見上げて！＊「彩の丘」の北西見上げて！＊「彩の丘」の北西見上げて！＊「彩の丘」の北西見上げて！

真っ赤に彩るアメリカヅタ！真っ赤に彩るアメリカヅタ！真っ赤に彩るアメリカヅタ！真っ赤に彩るアメリカヅタ！

ソライロアサガオソライロアサガオソライロアサガオソライロアサガオ

＊アップ＊アップ＊アップ＊アップで見るで見るで見るで見るとととと

青青青青・白・黄の・白・黄の・白・黄の・白・黄の トリコロルトリコロルトリコロルトリコロル！！！！

まだまだまだまだまだまだまだまだ 美！美！美！美！

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

’ｿﾞｳｨｰｿﾞｳｨｰｿﾞｳｨｰｿﾞｳｨｰ ｲｴﾛｰｲｴﾛｰｲｴﾛｰｲｴﾛｰ ﾌﾚｰﾑﾌﾚｰﾑﾌﾚｰﾑﾌﾚｰﾑ’
＊＊＊＊AAS2006年受賞品種！年受賞品種！年受賞品種！年受賞品種！

（沈床花壇）（沈床花壇）（沈床花壇）（沈床花壇）

サザンカ！サザンカ！サザンカ！サザンカ！

＊花をじっくり・・猿顔？マントヒヒ！？＊花をじっくり・・猿顔？マントヒヒ！？＊花をじっくり・・猿顔？マントヒヒ！？＊花をじっくり・・猿顔？マントヒヒ！？

ﾎﾙﾑｼｮﾙﾃﾞｨｱﾎﾙﾑｼｮﾙﾃﾞｨｱﾎﾙﾑｼｮﾙﾃﾞｨｱﾎﾙﾑｼｮﾙﾃﾞｨｱ

・・・・ｻﾝｸﾞｲﾈｱｻﾝｸﾞｲﾈｱｻﾝｸﾞｲﾈｱｻﾝｸﾞｲﾈｱ

ｽﾄﾚﾌﾟﾄｽﾄﾚﾌﾟﾄｽﾄﾚﾌﾟﾄｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ｶｰﾊﾟｽｶｰﾊﾟｽｶｰﾊﾟｽｶｰﾊﾟｽ

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・ﾚｵﾇﾙｽﾚｵﾉﾃｨｽ・ﾚｵﾇﾙｽ

ｵﾙﾄｼﾌｫﾝ・ﾗﾋﾞｱﾂｽｵﾙﾄｼﾌｫﾝ・ﾗﾋﾞｱﾂｽｵﾙﾄｼﾌｫﾝ・ﾗﾋﾞｱﾂｽｵﾙﾄｼﾌｫﾝ・ﾗﾋﾞｱﾂｽ

ﾂﾜﾌﾞｷﾂﾜﾌﾞｷﾂﾜﾌﾞｷﾂﾜﾌﾞｷ


