
201201201201６６６６年もよろしくお願いいたします年もよろしくお願いいたします年もよろしくお願いいたします年もよろしくお願いいたします！！！！！！！！ 行事予定と見頃の植物をお届けします。行事予定と見頃の植物をお届けします。行事予定と見頃の植物をお届けします。行事予定と見頃の植物をお届けします。

※休園日は、年末年始（12/28～1/4）だけです。

「「「「洋ラン講習会：洋ラン講習会：洋ラン講習会：洋ラン講習会：
デンドロビウムの管理についてデンドロビウムの管理についてデンドロビウムの管理についてデンドロビウムの管理について

」」」」

日時：１月３１日（日）13時半～15時

＊植物園会館研修室 :

材料費500円 :往復ハガキで申込

「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木 (第４回第４回第４回第４回)」」」」
日時：１月１６日（土）9時半～12時40分

・会館2F多目的室

・園内で自分が選んだ１本の木を四季を通じ観察。

・全６回開催。 どなたでも参加可（途中参加OK）。

「バラ剪定「バラ剪定「バラ剪定「バラ剪定 講習会講習会講習会講習会①②」①②」①②」①②」

日時等： ①1/16(土)・ ②30日(土)

①②とも 13時半～ 植物園会館2階

当日受付 ①ツルばらの剪定について

②ブッシュローズの剪定について

「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」

１月２４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

※園長 又は 副園長が見どころミニガイド！

「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 

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

１４１号１４１号１４１号１４１号

２０１６２０１６２０１６２０１６

１１１１．８．８．８．８

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/

園長日記は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」

2016 スタート！ １月 ９日（土）

植物園会館前集合：午後１時 先着３０名

※技術課職員がとっておき解説！ 約45分

※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。
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第５回第５回第５回第５回 新春を彩る新春を彩る新春を彩る新春を彩る

寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展

期間：１月１０日（日）～１月３１日（日）

会場：北山門広場

概要：「京都らしさ」をテーマに約100点展示

「「「「第２４回第２４回第２４回第２４回 洋ラン展」洋ラン展」洋ラン展」洋ラン展」

期間：１月２９日（金）～２月７日（日）

会場：観覧温室・特別展示室

概要：洋ラン 約200鉢を展示！即売有り。

＊各日植替実演会＊各日植替実演会＊各日植替実演会＊各日植替実演会 13時半～ 温室内展示室 無料

「ランを使ったミニ花束づくり」「ランを使ったミニ花束づくり」「ランを使ったミニ花束づくり」「ランを使ったミニ花束づくり」

日時：1/30（土）・2/6（土）13時半～

会場：観覧温室 特別展示室

※ 定員30名 要材料費500円

新春新春新春新春 植物園縁起物巡り～！植物園縁起物巡り～！植物園縁起物巡り～！植物園縁起物巡り～！

2016は申年！

猿を探して福来たる！

猿顔発見！

オニグルミオニグルミオニグルミオニグルミ の葉痕！

（ｸﾙﾐ科）ｱｼﾞｻｲ園東

①①①①

場所は裏面に番号で記載・・

キミノセンリョウキミノセンリョウキミノセンリョウキミノセンリョウ！

（ｾﾝﾘｮｳ科）針葉樹林地

まさに縁起物！

黄実の千両！

近くに万両

千両(赤実)も・・

②②②②

春まで落ちない

ヤマコウバシヤマコウバシヤマコウバシヤマコウバシの葉！

（ｸｽﾉｷ科）受験生必祈！

植物生態園

世界平和は

ウルトラマンに

お祈りを！

オオカメノキオオカメノキオオカメノキオオカメノキ の冬芽！

（ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ科）

③③③③

④④④④

植物生態園

「西山喬・「西山喬・「西山喬・「西山喬・ゆらゆらゆらゆら展」展」展」展」

日時：１月２９日（金）～ ２月７日（日）

会場：植物園会館 展示室

※植物を描いた水彩画！ 必見！！

「洋ラン講演会：世界のオｰキッドショｰ」「洋ラン講演会：世界のオｰキッドショｰ」「洋ラン講演会：世界のオｰキッドショｰ」「洋ラン講演会：世界のオｰキッドショｰ」

日時 ： ２／７（日）13時半～

場所 ： 植物園会館2F研修室 ＊講師：永田園芸社長

since1924

「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」

日時：２月１１日（木）

① 9時半～11時半、② 13時半～15時半

会場：植物園会館 ２F 多目的室

※往復ハガキで申し込み。@3,000円

※特殊乾燥させた草花をガラスボトルの中にアレンジ

第１１回第１１回第１１回第１１回 早春の草花早春の草花早春の草花早春の草花 展展展展

◆大芝生地 特設会場にて、2月1１日（木祝）から 3月2１日（月祝）まで開催！◆

～ まだ寒さの残るこの季節・・ 一足早く「早春の香り」をお届けします！ ～



ｵｵｼﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏｵｵｼﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏｵｵｼﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏｵｵｼﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ

絶滅危惧種！絶滅危惧種！絶滅危惧種！絶滅危惧種！

オオツワブキ

ラナンキュラス

（園芸品種）

サネカズラ

紅菜苔

コールラビ

ヤセイカンラン

キンカン

チェッカーベリー

ジャノメエリカ

「植物展示場」「植物展示場」「植物展示場」「植物展示場」

松類ほか

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

センリョウ １３

サザンカ ７

スイセン １２

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！

ハボタンハボタンハボタンハボタン ’グラマーレッドグラマーレッドグラマーレッドグラマーレッド’
＊＊＊＊2011 AAS受賞品種！受賞品種！受賞品種！受賞品種！

ハボタン！！

世界最大?のパンジー

ﾅﾙｷｯｽｽ・ｶﾝﾀﾌﾞﾘｸｽ

スノードロップ

ニホンズイセン

ｽｲｾﾝ‘ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾘﾄﾞｰﾙ’

キンシャチ

キソウテンガイ

バオバブ

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ

ﾁｬﾎﾟﾃﾞｨｱ・ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ

ｿﾚﾉﾌｫﾗ・ﾄｩｰｽﾄﾚﾝｼｽ

ｽﾃﾉﾘﾝｸｽ・ｽﾍﾟｷｵｽｽ

バナナ キャニモモ

シｰクワｰシャｰ

ラン etc.. ｶﾗﾝｾ！
ドラクラ・バンパイア！！

ｳﾅｽﾞｷﾋﾒﾌﾖｳ

バウヒニア・アウレイフォリア

ｽﾃｨﾌﾃｨｱ・ｸﾘｻﾝﾀ

ヘリコニア・ストリクタ

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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＊うなづいてます・・＊うなづいてます・・＊うなづいてます・・＊うなづいてます・・
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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

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

＊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

テッセン

＊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！

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

＊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！

冬の桜冬の桜冬の桜冬の桜 ！！！！

＊四季桜ほか＊四季桜ほか＊四季桜ほか＊四季桜ほか

まるで別世界！まるで別世界！まるで別世界！まるで別世界！

サザンカサザンカサザンカサザンカ ﾛｰﾄﾞ！ﾛｰﾄﾞ！ﾛｰﾄﾞ！ﾛｰﾄﾞ！

トキワマユミ

＊果実！

＊十両！＊十両！＊十両！＊十両！

「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」

＊夜咲き植物小休止・・春まで閉室・・＊夜咲き植物小休止・・春まで閉室・・＊夜咲き植物小休止・・春まで閉室・・＊夜咲き植物小休止・・春まで閉室・・

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！

＊非常に珍しい植物！＊非常に珍しい植物！＊非常に珍しい植物！＊非常に珍しい植物！

京野菜・冬野菜ｺｰﾅｰ！京野菜・冬野菜ｺｰﾅｰ！京野菜・冬野菜ｺｰﾅｰ！京野菜・冬野菜ｺｰﾅｰ！

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！

＊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！

＊一両！＊一両！＊一両！＊一両！

＊今年はｳﾙﾄﾗﾏﾝ沢山！＊今年はｳﾙﾄﾗﾏﾝ沢山！＊今年はｳﾙﾄﾗﾏﾝ沢山！＊今年はｳﾙﾄﾗﾏﾝ沢山！

＊ｽｲｾﾝの原種＊ｽｲｾﾝの原種＊ｽｲｾﾝの原種＊ｽｲｾﾝの原種 ・・・・・・・・・・・・

ｺﾁｮｳﾗﾝの原種ｺﾁｮｳﾗﾝの原種ｺﾁｮｳﾗﾝの原種ｺﾁｮｳﾗﾝの原種

＊ｷｬﾍﾞﾂやケールなどの原種！＊ｷｬﾍﾞﾂやケールなどの原種！＊ｷｬﾍﾞﾂやケールなどの原種！＊ｷｬﾍﾞﾂやケールなどの原種！

カンザクラカンザクラカンザクラカンザクラ

コブクザクラコブクザクラコブクザクラコブクザクラ

イイギリイイギリイイギリイイギリ

赤実！赤実！赤実！赤実！

＊この時期に＊この時期に＊この時期に＊この時期に!?!?!?!?

コブシコブシコブシコブシ

の冬芽の冬芽の冬芽の冬芽

暖かそう・・暖かそう・・暖かそう・・暖かそう・・

見事なハリモミのツリー！見事なハリモミのツリー！見事なハリモミのツリー！見事なハリモミのツリー！

クマザサクマザサクマザサクマザサ！美！

（植物生態園）

カナクギノキカナクギノキカナクギノキカナクギノキ

今年も元気に花芽で万歳！

（植物生態園）

果実育ってます！果実育ってます！果実育ってます！果実育ってます！ 蕾が！？蕾が！？蕾が！？蕾が！？

＊織田信長の弟＊織田信長の弟＊織田信長の弟＊織田信長の弟

が愛でたﾂﾊﾞｷが愛でたﾂﾊﾞｷが愛でたﾂﾊﾞｷが愛でたﾂﾊﾞｷ

‘有楽’‘有楽’‘有楽’‘有楽’

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④

ソシンロウバイソシンロウバイソシンロウバイソシンロウバイ

ﾍﾘｺﾆｱ・ｽﾄﾘｸﾀﾍﾘｺﾆｱ・ｽﾄﾘｸﾀﾍﾘｺﾆｱ・ｽﾄﾘｸﾀﾍﾘｺﾆｱ・ｽﾄﾘｸﾀ

まさにジャングル！まさにジャングル！まさにジャングル！まさにジャングル！

＊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！

ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰだ！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰだ！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰだ！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰだ！

ソシンロウバイ！ソシンロウバイ！ソシンロウバイ！ソシンロウバイ！

ロウバイ！ロウバイ！ロウバイ！ロウバイ！

ブナの冬姿！ブナの冬姿！ブナの冬姿！ブナの冬姿！

（植物生態園）（植物生態園）（植物生態園）（植物生態園）

キミノセンリョウキミノセンリョウキミノセンリョウキミノセンリョウ

‘数寄屋’‘数寄屋’‘数寄屋’‘数寄屋’ ‘桃色雪中花’‘桃色雪中花’‘桃色雪中花’‘桃色雪中花’

‘土佐有楽土佐有楽土佐有楽土佐有楽’などなどなどなど
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～

ニホンズイセンニホンズイセンニホンズイセンニホンズイセン

パールアカシアパールアカシアパールアカシアパールアカシア

＊今頃 花!? 黄花 美！

ｵｵﾍﾞﾆｺﾞｳｶﾝｵｵﾍﾞﾆｺﾞｳｶﾝｵｵﾍﾞﾆｺﾞｳｶﾝｵｵﾍﾞﾆｺﾞｳｶﾝ

＊丸い赤花！＊丸い赤花！＊丸い赤花！＊丸い赤花！

＊吸血鬼？＊吸血鬼？＊吸血鬼？＊吸血鬼？ びっくり顔のランです・・びっくり顔のランです・・びっくり顔のランです・・びっくり顔のランです・・

スノードロップスノードロップスノードロップスノードロップ

梅チラホラ・・梅チラホラ・・梅チラホラ・・梅チラホラ・・

＊赤花のﾗﾝ！美！＊赤花のﾗﾝ！美！＊赤花のﾗﾝ！美！＊赤花のﾗﾝ！美！

＊ﾌﾞﾗｼﾞﾙ原産＊ﾌﾞﾗｼﾞﾙ原産＊ﾌﾞﾗｼﾞﾙ原産＊ﾌﾞﾗｼﾞﾙ原産 ｷｸ科ｷｸ科ｷｸ科ｷｸ科!?

ハボタン！ハボタン！ハボタン！ハボタン！

ﾋﾞｵﾗﾋﾞｵﾗﾋﾞｵﾗﾋﾞｵﾗ

ももかｼﾘｰｽﾞ！ももかｼﾘｰｽﾞ！ももかｼﾘｰｽﾞ！ももかｼﾘｰｽﾞ！

ｽﾄﾗﾝﾊﾞｴｼｱ！ｽﾄﾗﾝﾊﾞｴｼｱ！ｽﾄﾗﾝﾊﾞｴｼｱ！ｽﾄﾗﾝﾊﾞｴｼｱ！

赤実！赤実！赤実！赤実！

ﾄﾞﾗｸﾗ・バンパイア！ﾄﾞﾗｸﾗ・バンパイア！ﾄﾞﾗｸﾗ・バンパイア！ﾄﾞﾗｸﾗ・バンパイア！


