
～～～～ 春の植物園フェスタ！！春の植物園フェスタ！！春の植物園フェスタ！！春の植物園フェスタ！！ ～～～～

◆５月３日（火祝）～◆５月３日（火祝）～◆５月３日（火祝）～◆５月３日（火祝）～ ５月５日（木祝）５月５日（木祝）５月５日（木祝）５月５日（木祝）

☆大芝生地で花苗園芸市！ 手づくり品市！！

◆５月７日（土）◆５月７日（土）◆５月７日（土）◆５月７日（土） ～～～～ ５月８日（日）５月８日（日）５月８日（日）５月８日（日）

☆くすのき並木で野菜や地域産品市！！

★ただ今★ただ今★ただ今★ただ今 春の開園時間延長中！春の開園時間延長中！春の開園時間延長中！春の開園時間延長中！ 5/315/315/315/31まで！まで！まで！まで！※※※※午後６時半まで延長！午後６時半まで延長！午後６時半まで延長！午後６時半まで延長！入園は６時まで・・入園は６時まで・・入園は６時まで・・入園は６時まで・・

～～～～ ５月８日（日）は、母の日無料開園！！５月８日（日）は、母の日無料開園！！５月８日（日）は、母の日無料開園！！５月８日（日）は、母の日無料開園！！ ～～～～

「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 

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。

「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」

５月２９日（日）

植物園会館前集合：午後２時スタート！午後２時スタート！午後２時スタート！午後２時スタート！

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

１５６号１５６号１５６号１５６号

２０１６２０１６２０１６２０１６

４４４４．２２．２２．２２．２２

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」

４月 ２３日（土） *技術課職員が解説！

植物園会館前集合：午後１時スタート (約45分)

since1924

※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

植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！植物園ＨＰ！

「第２５回「第２５回「第２５回「第２５回 フクシア展」フクシア展」フクシア展」フクシア展」

期間：４月２２日（金）から５月８日（日）

会場：観覧温室内

概要：フクシア約１００品種、約１５０鉢展示。

「第３７回「第３７回「第３７回「第３７回 エエエエ ビビビビ ネ展」ネ展」ネ展」ネ展」

期間：４月２９日（金祝）から５月３日（火祝）

会場：植物園会館１階 展示室

概要：エビネ類約２００点展示。即売有り。

◆４／２９（金祝）◆４／２９（金祝）◆４／２９（金祝）◆４／２９（金祝） エビネ講習会エビネ講習会エビネ講習会エビネ講習会

植物園会館２階研修室 13:30～15:00

※「私のエビネ栽培」 京都エビネ会会員

「第５５回「第５５回「第５５回「第５５回 山草野草展」山草野草展」山草野草展」山草野草展」

期間：４月２９日（金祝）から５月５日（木祝）

会場：植物展示場

概要：山草野草 約５００点展示。即売有り。

◆山草野草講演会◆山草野草講演会◆山草野草講演会◆山草野草講演会

日時：５／３（火祝）13時半から 会館２Ｆ研修室

「第２１回「第２１回「第２１回「第２１回 イワチドリイワチドリイワチドリイワチドリ とととと 小町蘭展」小町蘭展」小町蘭展」小町蘭展」

期間：５月４日（水祝）から ５月５日（木祝）

会場：植物園会館展示室

概要：ｲﾜﾁﾄﾞﾘなど約２５０点展示。即売有り。

「朝顔講習会「朝顔講習会「朝顔講習会「朝顔講習会 ①①①①（3回通しの講習会です）」」」」

会期 ：5月７日(土) 13時半から15時

会場 ：植物園会館2階 研修室

参加費：500円（別途入園料が必要です）

「子どもの目」児童作品展：植物画など「子どもの目」児童作品展：植物画など「子どもの目」児童作品展：植物画など「子どもの目」児童作品展：植物画など

～「若冲と植物」 伊藤若冲 生誕200年～

期間 ：5月３日(火祝)から 5月8日（日）

会場 ：植物園会館2階 多目的室

「第「第「第「第2222３回３回３回３回 長生蘭展」長生蘭展」長生蘭展」長生蘭展」

期間 ： 5月１３日(金) から 5月1５日(日)

会場 ： 植物園会館1階 展示室

概要 ： 長生蘭約400点を展示。即売有り。

◆５／１５（日）◆５／１５（日）◆５／１５（日）◆５／１５（日） 長生蘭講習会長生蘭講習会長生蘭講習会長生蘭講習会

植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室 13131313時半～時半～時半～時半～15151515時時時時

「第１２回「第１２回「第１２回「第１２回 バラ園散歩」バラ園散歩」バラ園散歩」バラ園散歩」

期間：５月１９日（木）から ５月２２日（日）

※植物園会館前集合 １７時(17:00～17:45)

概要：夕暮れに染まるバラ園を職員が案内。

「第４３回「第４３回「第４３回「第４３回 サボテン展」サボテン展」サボテン展」サボテン展」

期間 ： ５月２０日(金)から ５月２２日(日)

会場 ： 植物園会館1階 展示室

概要 ： サボテン等 約300鉢を展示。即売有り。

※5※5※5※5／２２（日）／２２（日）／２２（日）／２２（日） サボテン講習会サボテン講習会サボテン講習会サボテン講習会

植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室 13131313時半～時半～時半～時半～15151515時時時時

「「「「第１回第１回第１回第１回 私の好きな木」私の好きな木」私の好きな木」私の好きな木」

会期：5月１４日（土） 9:30～12:40

会場：植物園会館２階 研修室

概要：1年間通じ１本の木を観察！（全6回）

※当日参加もＯＫです。
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タンチョウソウ(ｲﾜﾔﾂﾃﾞ)
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シバザクラ

クレマチス etc・・

「植物展示場」「植物展示場」「植物展示場」「植物展示場」

サクラソウ！

サワオグルマ ７

サクラソウ ７

ウスノキ ９

オンツツジ 11
ユキモチソウ ２

ハクサンボク ６

ｵｵﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ 10
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イヌザクラ ７

ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ 12
クマガイソウ ５

エビネ ９

キエビネ １

ヒメキンギョソウ

クリスマスローズ

ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ・ﾊﾟﾙﾄﾞｻﾑ

アジュガ・レプタンス

ワスレナグサ

ｵｽﾃｵｽﾍﾟﾙﾏﾑ

ダイアンサス

アイスランドポピー

ツリガネズイセン

ヒナゲシ

ｶﾙﾐｱ ﾎﾟﾘﾌｫｰﾘｱ

ｹﾞﾝﾁｱﾅ・ｱｶｳﾘｽ etc・・

キソウテンガイ

ｳﾝｶﾘﾅ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾃﾞｨｴﾘ

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ

ｹﾞﾗﾆｳﾑ・ﾏﾃﾞﾚﾝｾ

ペアルケア

ﾌｱﾇﾘｮｱ・ｱｳﾗﾝﾁｱｶ

ヒメアリアケカズラ

パラミツ！ ・ ﾊﾞﾅﾅ！

ラン etc.. ｺﾁｮｳﾗﾝ、ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｳﾑ・・

ﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽ

ﾀｯｶ・ｼｬﾝﾄﾘｴﾘ

ジェイドバイン

バウヒニア・アウレイフォリア

ヘリコニア・ストリクタ
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「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！

ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰ今だ健在！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰ今だ健在！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰ今だ健在！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰ今だ健在！

AAS・ＦＳ受賞品種・ＦＳ受賞品種・ＦＳ受賞品種・ＦＳ受賞品種

ビオラ、ｵｽﾃｵｽﾍﾟﾙﾏﾑビオラ、ｵｽﾃｵｽﾍﾟﾙﾏﾑビオラ、ｵｽﾃｵｽﾍﾟﾙﾏﾑビオラ、ｵｽﾃｵｽﾍﾟﾙﾏﾑ

カイザイクカイザイクカイザイクカイザイク

「高山室」「高山室」「高山室」「高山室」

ﾆﾝﾌｧｴｱ・ｷﾞｶﾞﾝﾃｨｱ！ﾆﾝﾌｧｴｱ・ｷﾞｶﾞﾝﾃｨｱ！ﾆﾝﾌｧｴｱ・ｷﾞｶﾞﾝﾃｨｱ！ﾆﾝﾌｧｴｱ・ｷﾞｶﾞﾝﾃｨｱ！

ロウソクノキロウソクノキロウソクノキロウソクノキ

＊幹からローソク！＊幹からローソク！＊幹からローソク！＊幹からローソク！

ｷｬﾝﾄﾞﾙﾂﾘｰ！ｷｬﾝﾄﾞﾙﾂﾘｰ！ｷｬﾝﾄﾞﾙﾂﾘｰ！ｷｬﾝﾄﾞﾙﾂﾘｰ！

＊ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ原産！葉がシャンプーに！＊ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ原産！葉がシャンプーに！＊ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ原産！葉がシャンプーに！＊ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ原産！葉がシャンプーに！

＊名はややこしいが＊名はややこしいが＊名はややこしいが＊名はややこしいが 花は可愛い！花は可愛い！花は可愛い！花は可愛い！

＊まさに翡翠葛！ﾌｨﾘﾋﾟﾝ原産。＊まさに翡翠葛！ﾌｨﾘﾋﾟﾝ原産。＊まさに翡翠葛！ﾌｨﾘﾋﾟﾝ原産。＊まさに翡翠葛！ﾌｨﾘﾋﾟﾝ原産。

クマガイソウクマガイソウクマガイソウクマガイソウ

（植物生態園）

＊絶滅危惧種！

【【【【桜品種見本園桜品種見本園桜品種見本園桜品種見本園】】】】

御衣黃御衣黃御衣黃御衣黃 、関山、関山、関山、関山etc

ハンカチノキハンカチノキハンカチノキハンカチノキ

「正門花壇」「正門花壇」「正門花壇」「正門花壇」

デルフィニウムデルフィニウムデルフィニウムデルフィニウム

ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ

ルリカラクサ（ﾈﾓﾌｨﾗ）ルリカラクサ（ﾈﾓﾌｨﾗ）ルリカラクサ（ﾈﾓﾌｨﾗ）ルリカラクサ（ﾈﾓﾌｨﾗ）

ユズリハユズリハユズリハユズリハ

＊葉 新旧交代中！

「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」 マツヨイグサ ほか

ユキモチソウユキモチソウユキモチソウユキモチソウ

（植物生態園）

ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ

（植物生態園）

ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄｷﾜﾏﾝｻｸﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄｷﾜﾏﾝｻｸﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄｷﾜﾏﾝｻｸﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄｷﾜﾏﾝｻｸ

西洋ｼｬｸﾅｹﾞ西洋ｼｬｸﾅｹﾞ西洋ｼｬｸﾅｹﾞ西洋ｼｬｸﾅｹﾞ

シラユキゲシシラユキゲシシラユキゲシシラユキゲシ

＊中国原産。＊中国原産。＊中国原産。＊中国原産。

別名ｽﾉｰﾎﾟﾋﾟｰ別名ｽﾉｰﾎﾟﾋﾟｰ別名ｽﾉｰﾎﾟﾋﾟｰ別名ｽﾉｰﾎﾟﾋﾟｰ

ｱｹﾋﾞｱｹﾋﾞｱｹﾋﾞｱｹﾋﾞ雌花雌花雌花雌花

（四季彩の丘）

ジェイドジェイドジェイドジェイド バインバインバインバイン

翡翠葛翡翠葛翡翠葛翡翠葛美！美！美！美！

ハンカチノキハンカチノキハンカチノキハンカチノキ

キングサリキングサリキングサリキングサリ

ﾅﾂｸﾞﾐﾅﾂｸﾞﾐﾅﾂｸﾞﾐﾅﾂｸﾞﾐ

ｱｷｸﾞﾐｱｷｸﾞﾐｱｷｸﾞﾐｱｷｸﾞﾐ

サトザクラサトザクラサトザクラサトザクラ

松月、菊桜松月、菊桜松月、菊桜松月、菊桜etc

ﾄｷﾜﾏﾝｻｸﾄｷﾜﾏﾝｻｸﾄｷﾜﾏﾝｻｸﾄｷﾜﾏﾝｻｸ

サクラソウサクラソウサクラソウサクラソウ

ｵｵﾊﾞｲｶﾘｿｳｵｵﾊﾞｲｶﾘｿｳｵｵﾊﾞｲｶﾘｿｳｵｵﾊﾞｲｶﾘｿｳ

＊朱色の袋状の可愛い花！＊朱色の袋状の可愛い花！＊朱色の袋状の可愛い花！＊朱色の袋状の可愛い花！

＊世界一暗い花！？＊世界一暗い花！？＊世界一暗い花！？＊世界一暗い花！？

ﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽ

＊目の前に黄と紅の＊目の前に黄と紅の＊目の前に黄と紅の＊目の前に黄と紅の

怪しげな彩り！怪しげな彩り！怪しげな彩り！怪しげな彩り！

ポポーポポーポポーポポー 開花！開花！開花！開花！

ﾌｸｼｱ展！ﾌｸｼｱ展！ﾌｸｼｱ展！ﾌｸｼｱ展！

ボタンボタンボタンボタン！！！！

ボタンボタンボタンボタン園が園が園が園が

できました！できました！できました！できました！

フタリシズカ

（植物生態園）

ﾊﾝｶﾁﾉｷ‘ｿﾉﾏ’ﾊﾝｶﾁﾉｷ‘ｿﾉﾏ’ﾊﾝｶﾁﾉｷ‘ｿﾉﾏ’ﾊﾝｶﾁﾉｷ‘ｿﾉﾏ’

ﾁｭｳｺﾞｸﾊｯｶｸﾚﾝﾁｭｳｺﾞｸﾊｯｶｸﾚﾝﾁｭｳｺﾞｸﾊｯｶｸﾚﾝﾁｭｳｺﾞｸﾊｯｶｸﾚﾝ

カラーカラーカラーカラー

（ｵﾗﾝﾀﾞ（ｵﾗﾝﾀﾞ（ｵﾗﾝﾀﾞ（ｵﾗﾝﾀﾞ ｶｲｳｶｲｳｶｲｳｶｲｳ cv.））））

ハナビシソウハナビシソウハナビシソウハナビシソウ

咲き始め！咲き始め！咲き始め！咲き始め！

ミムラスミムラスミムラスミムラス

ハナミズキハナミズキハナミズキハナミズキ


