
いよいよいよいよいよいよいよいよ 桜ライトアップ！桜ライトアップ！桜ライトアップ！桜ライトアップ！ ◆◆◆◆３月３月３月３月２５２５２５２５日（金）日（金）日（金）日（金）からからからから ４月４月４月４月１０１０１０１０日日日日（日）まで開催（日）まで開催（日）まで開催（日）まで開催！◆！◆！◆！◆

※日没から午後９時までライトアップ！ 入園は午後８時まで・・

※球根ﾍﾞｺﾞﾆｱ展球根ﾍﾞｺﾞﾆｱ展球根ﾍﾞｺﾞﾆｱ展球根ﾍﾞｺﾞﾆｱ展 （観覧温室）（観覧温室）（観覧温室）（観覧温室）も３月２５日（金）から ４月１０日（日）まで開催！ ＊3/31までは夜間も開室！

！

「第２回「第２回「第２回「第２回 カンアオイ展カンアオイ展カンアオイ展カンアオイ展」」」」

会期：３月２５日（金）から３月２７日（日）

会場：植物園会館 展示室

◆絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種講演会講演会講演会講演会

日時：日時：日時：日時： 3/26(3/26(3/26(3/26(土土土土)))) ｶﾝｱｵｲの花の多様性・・・ｶﾝｱｵｲの花の多様性・・・ｶﾝｱｵｲの花の多様性・・・ｶﾝｱｵｲの花の多様性・・・

3/27(3/27(3/27(3/27(日日日日)))) 高山植物の危機・・・高山植物の危機・・・高山植物の危機・・・高山植物の危機・・・

いずれも13時半から 会館２F研修室

「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５６回「第５６回「第５６回「第５６回 つばき展」つばき展」つばき展」つばき展」

会期：３月１９日（土）から３月２１日（月休）

会場：植物園会館展示室

概要：京の名椿など椿切り枝約２５０点展示。

◆講演講演講演講演会会会会 「ツバキ品種の発達の歴史と文化」「ツバキ品種の発達の歴史と文化」「ツバキ品種の発達の歴史と文化」「ツバキ品種の発達の歴史と文化」

日時：日時：日時：日時：3/20(3/20(3/20(3/20(日日日日))))13時半から 会館２F研修室

◆園内つばき探訪園内つばき探訪園内つばき探訪園内つばき探訪

日時：日時：日時：日時：3/21(3/21(3/21(3/21(月休月休月休月休))))13時から14時 植物園会館前集合！

「第２９回「第２９回「第２９回「第２９回 早春の山野草展」早春の山野草展」早春の山野草展」早春の山野草展」

会期：３月１０日（木）から３月１４日（月）

会場：植物園会館展示室

概要：山野草約２５０点展示。即売有り。

◆山山山山野草展関連野草展関連野草展関連野草展関連講習会講習会講習会講習会 「野菊の植え替え」「野菊の植え替え」「野菊の植え替え」「野菊の植え替え」

日時：日時：日時：日時：3/13(3/13(3/13(3/13(日日日日)))) 13時半から 会館２Ｆ研修室

「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木 ：最終回：最終回：最終回：最終回」」」」

日時：３月１２日（土）9時半～12時40分

・会館2F多目的室 子供達の発表を聞いて下さい！

「第「第「第「第11111111回回回回 早春の園芸市」早春の園芸市」早春の園芸市」早春の園芸市」

会期：２月２６日（金）～ ２月２８日（日）

会場：植物園会館 １階 展示室

◆園芸市関連講演会

27272727日日日日((((土土土土))))：講演会「クリスマスローズについて」：講演会「クリスマスローズについて」：講演会「クリスマスローズについて」：講演会「クリスマスローズについて」

＊園芸研究家 横山直樹氏

28282828日日日日((((日日日日))))：：：： 〃〃〃〃 「熱帯雨林の野生植物について」「熱帯雨林の野生植物について」「熱帯雨林の野生植物について」「熱帯雨林の野生植物について」

＊植物研究家 長谷圭祐氏

いづれも植物園会館2階研修室 13時半から

「「「「根の観察会！根の観察会！根の観察会！根の観察会！」」」」

～～～～モグラの目で見よう！モグラの目で見よう！モグラの目で見よう！モグラの目で見よう！～～～～

＊樹勢回復作業を樹木医の解説を聞き観察しよう！

日時：２／２８（日）植物園会館前集合です！

・午前の部10:00～ ・午後の部13:00～

行事行事行事行事予定と見頃の植物をお届けします！予定と見頃の植物をお届けします！予定と見頃の植物をお届けします！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。

「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」

３月２７日（日）

植物園会館前集合：午後午後午後午後２時２時２時２時

※園長 又は 副園長が見どころミニガイド！

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

１４８号１４８号１４８号１４８号

２０１６２０１６２０１６２０１６

２２２２．２６．２６．２６．２６

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・・・

「「「「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」

２月 ２７日（土） *技術課職員が解説！

植物園会館前集合：午後１時 (約45分) 

since1924

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！ ～

※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！

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

「第２４回「第２４回「第２４回「第２４回 春蘭展」春蘭展」春蘭展」春蘭展」

会期：３月４日（金）から３月６日（日）

会場：植物園会館展示室

概要：シュンラン約１００点展示。即売有り。

◆春春春春蘭講習会蘭講習会蘭講習会蘭講習会 「春蘭の育て方」「春蘭の育て方」「春蘭の育て方」「春蘭の育て方」

日時：日時：日時：日時：3/63/63/63/6((((日日日日))))13時半から15時まで

植物園会館 ２F 研修室
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キンカン

シクラメン・コウム

「植物展示場」「植物展示場」「植物展示場」「植物展示場」

松類ほか

マンサク ９

ﾊﾞｲｶｵｳﾚﾝ １

ｾﾘﾊﾞｵｳﾚﾝ ９

フキノトウ １４

ｾﾂﾌﾞﾝｿｳ １，３

アセビ ９， １１

ﾌｸｼﾞｭｿｳ １、１２

ﾕｷﾜﾘｲﾁｹﾞ １

ｵｵｶﾒﾉｷ 冬芽！９

世界最大?のパンジー

ﾅﾙｷｯｽｽ・ｶﾝﾀﾌﾞﾘｸｽ

クリスマスローズ

キンシャチ
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バオバブ
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バッキニウム

シークワシャー ・ ﾊﾞﾅﾅ

ｼﾞｬﾎﾞﾁｶﾊﾞ

ラン etc..
ｶﾗﾝｾ！ｼﾝﾋﾞｼﾞｳﾑ！ｺﾁｮｳﾗﾝ！

ﾎﾞｰﾓﾝﾃｨｱ・ﾑﾙﾃｨﾌﾛﾗ

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

ﾄﾘﾌﾟﾗﾘｽ・ｸﾐﾝｷﾞｱﾅ

ヘリコニア・ストリクタ
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＊白く輝く枝葉が美！＊白く輝く枝葉が美！＊白く輝く枝葉が美！＊白く輝く枝葉が美！
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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！

「沈床花壇」「沈床花壇」「沈床花壇」「沈床花壇」

17171717

＊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

＊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！

まるで別世界！まるで別世界！まるで別世界！まるで別世界！

バオバブバオバブバオバブバオバブ 果実！果実！果実！果実！

＊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 ・・・・・・・・・・・・

カワヅザクラカワヅザクラカワヅザクラカワヅザクラ

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・・

フキノトウフキノトウフキノトウフキノトウ

（植物生態園）

果実展示！中身観察！果実展示！中身観察！果実展示！中身観察！果実展示！中身観察！

＊雄しべが＊雄しべが＊雄しべが＊雄しべが

真っ赤に弁化！真っ赤に弁化！真っ赤に弁化！真っ赤に弁化！

‘日光’‘日光’‘日光’‘日光’

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

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！

＊＊＊＊白花！白花！白花！白花！

梅！咲！梅！咲！梅！咲！梅！咲！

＊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

ビオラビオラビオラビオラ！！！！

＊＊＊＊2012  FS 金賞受賞！金賞受賞！金賞受賞！金賞受賞！

半木神社の半木神社の半木神社の半木神社の

ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ！ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ！ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ！ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ！

落ちない落ちない！落ちない落ちない！落ちない落ちない！落ちない落ちない！

「高山室」「高山室」「高山室」「高山室」

食虫植物食虫植物食虫植物食虫植物 ﾀﾞｰﾘﾝｸﾞﾄﾆｱ！ﾀﾞｰﾘﾝｸﾞﾄﾆｱ！ﾀﾞｰﾘﾝｸﾞﾄﾆｱ！ﾀﾞｰﾘﾝｸﾞﾄﾆｱ！

シナマンサクシナマンサクシナマンサクシナマンサク ！！！！

ヘレボルスヘレボルスヘレボルスヘレボルス ・リグリクス・リグリクス・リグリクス・リグリクス

ヘレボルスヘレボルスヘレボルスヘレボルス ・デュメトルム・デュメトルム・デュメトルム・デュメトルム

咲き始め・・・咲き始め・・・咲き始め・・・咲き始め・・・

ﾒｶﾞｽｹﾊﾟｽﾏﾒｶﾞｽｹﾊﾟｽﾏﾒｶﾞｽｹﾊﾟｽﾏﾒｶﾞｽｹﾊﾟｽﾏ

・ｴﾘｽﾛｸﾗﾐｽ・ｴﾘｽﾛｸﾗﾐｽ・ｴﾘｽﾛｸﾗﾐｽ・ｴﾘｽﾛｸﾗﾐｽ

ｻﾗｶ・ﾃﾞｨｳｪｽｻﾗｶ・ﾃﾞｨｳｪｽｻﾗｶ・ﾃﾞｨｳｪｽｻﾗｶ・ﾃﾞｨｳｪｽ

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

‘日光’咲き始め！！‘日光’咲き始め！！‘日光’咲き始め！！‘日光’咲き始め！！

～ツバキ園～～ツバキ園～～ツバキ園～～ツバキ園～

ｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞ

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）

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！

（植物生態園ほか）

フクジュソウフクジュソウフクジュソウフクジュソウ

咲いてます！咲いてます！咲いてます！咲いてます！

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！

セツブンソウセツブンソウセツブンソウセツブンソウ

咲いてます！咲いてます！咲いてます！咲いてます！

（植物生態園）

＊スズランのような白花！＊スズランのような白花！＊スズランのような白花！＊スズランのような白花！

咲き始め・・・咲き始め・・・咲き始め・・・咲き始め・・・

フクジュソウフクジュソウフクジュソウフクジュソウ

クリスマスローズクリスマスローズクリスマスローズクリスマスローズ

＊雌株・雄＊雌株・雄＊雌株・雄＊雌株・雄株株株株揃い踏み揃い踏み揃い踏み揃い踏み！！！！

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！

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

まさにｼﾞｬﾝｸﾞﾙ！まさにｼﾞｬﾝｸﾞﾙ！まさにｼﾞｬﾝｸﾞﾙ！まさにｼﾞｬﾝｸﾞﾙ！

「草花展」会場！「草花展」会場！「草花展」会場！「草花展」会場！

＊着果順調・・・＊着果順調・・・＊着果順調・・・＊着果順調・・・

＊じっくり観察！＊じっくり観察！＊じっくり観察！＊じっくり観察！

黄色は蜜腺・・黄色は蜜腺・・黄色は蜜腺・・黄色は蜜腺・・

マンサクマンサクマンサクマンサク ！！！！

＊咲き始めました！＊咲き始めました！＊咲き始めました！＊咲き始めました！

オヒルギオヒルギオヒルギオヒルギ

胎生種子！胎生種子！胎生種子！胎生種子！

奥の方にチラッと・・・奥の方にチラッと・・・奥の方にチラッと・・・奥の方にチラッと・・・

アンズ！咲き始め！アンズ！咲き始め！アンズ！咲き始め！アンズ！咲き始め！

＊アリ植物！＊アリ植物！＊アリ植物！＊アリ植物！

ｻﾗｶｻﾗｶｻﾗｶｻﾗｶ

・ｶｳﾘﾌﾛﾗ・ｶｳﾘﾌﾛﾗ・ｶｳﾘﾌﾛﾗ・ｶｳﾘﾌﾛﾗ

ウメウメウメウメ’鹿児島紅鹿児島紅鹿児島紅鹿児島紅’

ｽｲｾﾝ‘ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽｲｾﾝ‘ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽｲｾﾝ‘ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽｲｾﾝ‘ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｿﾘﾄﾞｰﾙ’ｿﾘﾄﾞｰﾙ’ｿﾘﾄﾞｰﾙ’ｿﾘﾄﾞｰﾙ’


