
「松竹梅の寄植え講習会」「松竹梅の寄植え講習会」「松竹梅の寄植え講習会」「松竹梅の寄植え講習会」

期日：１２月１３日（日）

・午前の部：１０時半から、午後の部：１３時半から

会場：植物園会館２階 研修室

※往復ハガキで申し込み。材料費3,000円要。

「第２４回「第２４回「第２４回「第２４回 ポインセチア展」ポインセチア展」ポインセチア展」ポインセチア展」

期間：１２月５日（土）から１２月２５日（金）

12/12(土)からは夜間開室！

会場：観覧温室 ジャングル室

＊ポインセチア約１００品種１，０００鉢展示！

＊夜間開室中＊夜間開室中＊夜間開室中＊夜間開室中(12(12(12(12日以降日以降日以降日以降))))は連日「温室ミニガイド」あり！は連日「温室ミニガイド」あり！は連日「温室ミニガイド」あり！は連日「温室ミニガイド」あり！

１８時４５分から約３０分間。温室エントランス集合！

「クラフトマルシェ！」「クラフトマルシェ！」「クラフトマルシェ！」「クラフトマルシェ！」

11111111月月月月2222８日（土）～８日（土）～８日（土）～８日（土）～ 11111111月月月月2222９日（日）９日（日）９日（日）９日（日）

大芝生地に大芝生地に大芝生地に大芝生地に 手づくりグッズなどが大集合！手づくりグッズなどが大集合！手づくりグッズなどが大集合！手づくりグッズなどが大集合！

「第３回「第３回「第３回「第３回 草花アートボトル展」草花アートボトル展」草花アートボトル展」草花アートボトル展」

期間：１１月２７日（金）から１２月６日（日）

会場：植物園会館 展示室

＊体験教室 11/27～12/5(12/3は除く) @1000円(30分程度)

※※※※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 12/10(12/10(12/10(12/10(木木木木))))

9時半～、13時半～ 往復ハガキで申し込み。 @3,000円

※※※※ハンギングバスケット講習会ハンギングバスケット講習会ハンギングバスケット講習会ハンギングバスケット講習会 12/12(12/12(12/12(12/12(土土土土))))

13時半～ 往復ハガキで申し込み。 @3,500円

「紅葉散策ツアー」「紅葉散策ツアー」「紅葉散策ツアー」「紅葉散策ツアー」樹木医が紅葉 案内！

11月21日（土）10時～・13時～ ・ 22日（日）10時～

＊いずれも植物園会館前集合！！

「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」

～～～～大芝生地ほか～

期間：１１月２１日(土)から１１月２２日(日)

※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２２日は動物園や水族館、青少年科学センターも参入２２日は動物園や水族館、青少年科学センターも参入２２日は動物園や水族館、青少年科学センターも参入

「いきものスケール」「いきものスケール」「いきものスケール」「いきものスケール」 大芝生地屋形付近集合！

※動物園：キリンの骨を組み立てよう！

10時～、13時～（9時半から整理券配布）

※水族館：ダイオウイカの展示・解説！

10時半～、13時半～

※青少年科学ｾﾝﾀｰ：大型昆虫標本展示・解説！

※植物園：高所作業車から世界最大の翼を

持つ種が滑空！ｱﾙｿﾐﾄﾗ・ﾏｸﾛｶﾙﾊﾟ！

11時～、14時～

★２２２２3333日は日は日は日は「あす「あす「あす「あすKyoKyoKyoKyoﾌｪｽﾀ」ﾌｪｽﾀ」ﾌｪｽﾀ」ﾌｪｽﾀ」楽しみ満載！入園無料！楽しみ満載！入園無料！楽しみ満載！入園無料！楽しみ満載！入園無料！

１０時～１６時 大芝生地に集合！！

※ステージ：京炎そでふれ！、ご当地キャラ登場！ｲﾛｲﾛ

※芝生広場：木工教室、いけばな体験、野鳥クイズ etc..

「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～～～～11/2311/2311/2311/23：植物園会館：植物園会館：植物園会館：植物園会館 １Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ 展示室展示室展示室展示室

「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」

紅葉編！紅葉編！紅葉編！紅葉編！１１月２２日(日)午後２時 植物園会館前集合！

１２月１３日(日)午後２時 植物園会館前集合！

「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」！

１１月２９日(日) 午後２時 植物園会館前集合！

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

１３５号１３５号１３５号１３５号

２０１５２０１５２０１５２０１５

１１１１１１１１．２０．２０．２０．２０

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。

園長日記はHPから・・・

「観覧温室の夜間開室とイルミネーション」「観覧温室の夜間開室とイルミネーション」「観覧温室の夜間開室とイルミネーション」「観覧温室の夜間開室とイルミネーション」

12/12（土）～ 12/25（金）:17:30～20:00  (入園19:30まで)

＊＊＊＊今年のイルミはちょっとちがう！くすのき並木がライトアップ！今年のイルミはちょっとちがう！くすのき並木がライトアップ！今年のイルミはちょっとちがう！くすのき並木がライトアップ！今年のイルミはちょっとちがう！くすのき並木がライトアップ！

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「土曜「土曜「土曜ミニミニガイド：紅葉散策ツアー」ミニミニガイド：紅葉散策ツアー」ミニミニガイド：紅葉散策ツアー」ミニミニガイド：紅葉散策ツアー」

職員が植物ｶﾞｲﾄﾞ！ １１月２１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。

植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！



子福桜子福桜子福桜子福桜

雌しべ何本雌しべ何本雌しべ何本雌しべ何本?
子だくさん・・子だくさん・・子だくさん・・子だくさん・・

マルバノキマルバノキマルバノキマルバノキ

じっくり観察じっくり観察じっくり観察じっくり観察 ！！！！

小さい小さい赤花！小さい小さい赤花！小さい小さい赤花！小さい小さい赤花！

フウフウフウフウ 紅葉！紅葉！紅葉！紅葉！

パンパスグラス

ヤナギノギク

四川大東茶

サネカズラ

タアツァイ

コールラビ

カリフラワー

秋咲きスノードロップ

チェッカーベリｰ

「植物展示場」「植物展示場」「植物展示場」「植物展示場」

シダ類ほか

イイギリ（赤実）１６

フユイチゴ １１

ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ 各所

ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ １０

アリドウオシ ７

サザンカ ７

ｵｵｶﾒﾉｷ 冬芽！９

FS,AAS受賞品種！受賞品種！受賞品種！受賞品種！

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’

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

パパイヤ

ヒメツルソバ

トウガラシ類

UFOピーマン
ハバネロだ～

アスクレピアス

サガリバナ 、ヨルガオなど

キンシャチ

キソウテンガイ

バオバブ 果実育ってます！

トックリキワタ 見上げて! 朱花!

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ

メディニラ・クラサタ

ｿﾚﾉﾌｫﾗ・ﾄｩｰｽﾄﾚﾝｼｽ

ﾄﾞﾗｸﾗ 各種

バナナ開花中！ ｼｰｸﾜｰｼｬｰ！

ﾐﾗｸﾙﾌﾙｰﾂ

イクソラ 各種

ﾌｳﾘﾝﾌﾞｯｿｳｹﾞ

ｳﾅｽﾞｷﾋﾒﾌﾖｳ

バウヒニア・アウレイフォリア

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」 冬姿に・・冬姿に・・冬姿に・・冬姿に・・
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＊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！

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！

タキイ花壇タキイ花壇タキイ花壇タキイ花壇

ﾊﾎﾞﾀﾝﾊﾎﾞﾀﾝﾊﾎﾞﾀﾝﾊﾎﾞﾀﾝ

ﾊﾟﾝｼﾞｰﾊﾟﾝｼﾞｰﾊﾟﾝｼﾞｰﾊﾟﾝｼﾞｰ 他他他他

「沈床花壇」「沈床花壇」「沈床花壇」「沈床花壇」

17171717

ﾀﾁﾊﾞﾅなどﾀﾁﾊﾞﾅなどﾀﾁﾊﾞﾅなどﾀﾁﾊﾞﾅなど

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

バンダ（ﾗﾝ）バンダ（ﾗﾝ）バンダ（ﾗﾝ）バンダ（ﾗﾝ）いろいろいろいろいろいろいろいろ

世界最大のパンジー！？

＊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

ﾑｸﾅ・ﾍﾞﾈｯﾃｨﾑｸﾅ・ﾍﾞﾈｯﾃｨﾑｸﾅ・ﾍﾞﾈｯﾃｨﾑｸﾅ・ﾍﾞﾈｯﾃｨ

ﾁｮｺﾚｰﾄの香のランﾁｮｺﾚｰﾄの香のランﾁｮｺﾚｰﾄの香のランﾁｮｺﾚｰﾄの香のラン！！！！

＊ｵﾝｼｼﾞｳﾑ・・・＊ｵﾝｼｼﾞｳﾑ・・・＊ｵﾝｼｼﾞｳﾑ・・・＊ｵﾝｼｼﾞｳﾑ・・・

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

＊見上げて！＊見上げて！＊見上げて！＊見上げて！ 黄金色に輝く葉！黄金色に輝く葉！黄金色に輝く葉！黄金色に輝く葉！

「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

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

＊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

花芽と赤実花芽と赤実花芽と赤実花芽と赤実 !

＊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！

秋の桜秋の桜秋の桜秋の桜 ！！！！

＊四季桜ほか＊四季桜ほか＊四季桜ほか＊四季桜ほか

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・・

＊これも可愛い！＊これも可愛い！＊これも可愛い！＊これも可愛い！

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！

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

＊朱花＊朱花＊朱花＊朱花

サザンカ！サザンカ！サザンカ！サザンカ！

＊花をじっくり・・猿？マントヒヒ！？＊花をじっくり・・猿？マントヒヒ！？＊花をじっくり・・猿？マントヒヒ！？＊花をじっくり・・猿？マントヒヒ！？
ﾎﾙﾑｼｮﾙﾃﾞｨｱ・ｻﾝｸﾞｲﾈｱﾎﾙﾑｼｮﾙﾃﾞｨｱ・ｻﾝｸﾞｲﾈｱﾎﾙﾑｼｮﾙﾃﾞｨｱ・ｻﾝｸﾞｲﾈｱﾎﾙﾑｼｮﾙﾃﾞｨｱ・ｻﾝｸﾞｲﾈｱ

ｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ・ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ・ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ・ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ・ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ

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

ｼｸﾗﾒﾝ・ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑｼｸﾗﾒﾝ・ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑｼｸﾗﾒﾝ・ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑｼｸﾗﾒﾝ・ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑ

＊絶滅危惧種！＊絶滅危惧種！＊絶滅危惧種！＊絶滅危惧種！

マルバノキマルバノキマルバノキマルバノキ

ｱﾏﾐﾋｲﾗｷﾞﾓﾁ

＊地味だが希少種＊地味だが希少種＊地味だが希少種＊地味だが希少種

＊十両！＊十両！＊十両！＊十両！

アツバキミガヨラン！アツバキミガヨラン！アツバキミガヨラン！アツバキミガヨラン！

「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」

‘菊冬至’‘菊冬至’‘菊冬至’‘菊冬至’ ‘雪中花’など‘雪中花’など‘雪中花’など‘雪中花’など

早咲きツバキ早咲きツバキ早咲きツバキ早咲きツバキ

～ツバキ園～～ツバキ園～～ツバキ園～～ツバキ園～

四季桜四季桜四季桜四季桜

ﾏﾒｻﾞｸﾗとｴﾄﾞﾋｶﾞﾝﾏﾒｻﾞｸﾗとｴﾄﾞﾋｶﾞﾝﾏﾒｻﾞｸﾗとｴﾄﾞﾋｶﾞﾝﾏﾒｻﾞｸﾗとｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ

の特徴が！の特徴が！の特徴が！の特徴が！

ﾛｳﾔｶﾞｷﾛｳﾔｶﾞｷﾛｳﾔｶﾞｷﾛｳﾔｶﾞｷ

渋く色づき渋く色づき渋く色づき渋く色づき

ﾌｳﾘﾝﾌﾞｯｿｳｹﾞﾌｳﾘﾝﾌﾞｯｿｳｹﾞﾌｳﾘﾝﾌﾞｯｿｳｹﾞﾌｳﾘﾝﾌﾞｯｿｳｹﾞ

まさに風鈴まさに風鈴まさに風鈴まさに風鈴 !

＊必見！＊必見！＊必見！＊必見！ これもなかなか珍しい！これもなかなか珍しい！これもなかなか珍しい！これもなかなか珍しい！

＊必見！見事な朱花！＊必見！見事な朱花！＊必見！見事な朱花！＊必見！見事な朱花！

ヌマスギヌマスギヌマスギヌマスギ

の紅（褐）葉の紅（褐）葉の紅（褐）葉の紅（褐）葉 美！美！美！美！

＊まるでシャンデリア！＊まるでシャンデリア！＊まるでシャンデリア！＊まるでシャンデリア！

ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾎｰﾘｰﾁｬｲﾆｰｽﾞﾎｰﾘｰﾁｬｲﾆｰｽﾞﾎｰﾘｰﾁｬｲﾆｰｽﾞﾎｰﾘｰ

＊京野菜・冬野菜！＊京野菜・冬野菜！＊京野菜・冬野菜！＊京野菜・冬野菜！

紅葉！モミジ！紅葉！モミジ！紅葉！モミジ！紅葉！モミジ！

＊中国産＊中国産＊中国産＊中国産

ツバキの仲間ツバキの仲間ツバキの仲間ツバキの仲間

名にし負はば名にし負はば名にし負はば名にし負はば

逢坂山の逢坂山の逢坂山の逢坂山の さねかずらさねかずらさねかずらさねかずら

人に知られで人に知られで人に知られで人に知られで くるよしもがなくるよしもがなくるよしもがなくるよしもがな

＊赤実！＊赤実！＊赤実！＊赤実！

バオバブバオバブバオバブバオバブ 果実！果実！果実！果実！

コダチダリア

＊皇帝ﾀﾞﾘｱ＊皇帝ﾀﾞﾘｱ＊皇帝ﾀﾞﾘｱ＊皇帝ﾀﾞﾘｱ!!!!

クチナシの実クチナシの実クチナシの実クチナシの実

色づき・・・色づき・・・色づき・・・色づき・・・

（あじさい園）（あじさい園）（あじさい園）（あじさい園）

＊輝いてます！＊輝いてます！＊輝いてます！＊輝いてます！

ﾅﾅﾐﾉｷﾅﾅﾐﾉｷﾅﾅﾐﾉｷﾅﾅﾐﾉｷ 赤実！赤実！赤実！赤実！

ｱﾒﾘｶﾏﾝｻｸｱﾒﾘｶﾏﾝｻｸｱﾒﾘｶﾏﾝｻｸｱﾒﾘｶﾏﾝｻｸ

＊一両！＊一両！＊一両！＊一両！

＊今年は万歳多数！＊今年は万歳多数！＊今年は万歳多数！＊今年は万歳多数！

オオカメノキオオカメノキオオカメノキオオカメノキ

ｳｻｷﾞの耳！？

ウルトラマン！？

いやバルタン星人！

‘菊冬至’‘菊冬至’‘菊冬至’‘菊冬至’


