
   クラフトマルシェ 
       in 京都府立植物園 
  日時：９月１７日（土）から９月１９日（月祝） 
   会場：植物園 大芝生地   
        ～ご家族で のんびり楽しむ 手づくり市～ 

 ９／１５  第２４回 名月観賞の夕べ ！  

    － 18時半から20時半まで －  

            (18時開園・21時閉園 )                   

   岡本 真夜さん  ﾑｰﾝﾗｲﾄLIVE！ 

    くまモン、まゆまろが共演！ 

   夜咲き植物・中秋の名月観賞！ 

 「第１回 水 草 展」 
  日時：９月２３日（金）から９月２５日（日） 
   会場：植物園会館 展示室   

      ※植物園初の水草展！販売もあり。 

                「第３回 ガーデニングコンテスト」参加者募集！ 
                 ～ 植物園で庭づくり  テーマ「秋を楽しむ庭」 ～ 

    ◆ガーデニング： １０月２２日（土）   

    ◆展 示： １１月６日（日）まで ※申し込みは９／３０（必着）  

      ※植物園からの提供草花を主に使用してのｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄです。 

              家族や友達とトライ！  
 
                       

 「第５５回 植物作品展」 
  日時：９月２２日（木祝）から１０月２日（日） 
   会場：植物園会館２階 多目的室   

      ※生徒たちによる植物標本など作品展示！！ 

   「きょうと☆ちきゅう村」 
      ９月３日(土） 
    植物園会館前集合：午前１０時～ 

 植物園教室：～タネがまもる、つなぐ。植物のいのちの物語～  
      

   「土曜ミニミニガイド」 
      ９月３日（土）  

    植物園会館前集合：午後１時スタート 
＊技術課職員が植物解説！誰が？何処へ？その日のお楽しみ！ 

      

           「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！～ 
     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２９回 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。 

 ◆山野草展関連講習会 「野菊の植え替え」 
       日時：3/13(日) 13時半から 会館２Ｆ研修室 
            

   「私の好きな木 ：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！ 

       

   
  

    
       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。 

   

  
 

 「バラ剪定 講習会」 
   日時等： １月３０日日（土）13時半～  植物園会館2階   
 当日受付 ブッシュローズの剪定について  

 「松竹梅の寄植え講習会」 
   日時：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。 
     
 

  ハンギングバスケット講習会   
 12/12(土)  13時半～15時 植物園会館２F研修室。 

           往復ハガキで申し込み。@3,000円 
 

 「子ども写生大会」 ～植物園で絵を描こう～ 

      日時：７月１９日（日） 9時～1４時 

   対象：中学生以下（小学生は保護者同伴） 
   持物等：絵画道具など、京都彫刻家協会が指導 
    ※申し込みは往復ハガキで。 詳細はHPで・・ 

 「第１７回  秋の京都盆栽展」 
    期間：10月10日(金)から10月13日（祝・月） 
    会場：植物園会館 展示室 
      概要：実もの盆栽を中心に盆栽約100点を展示（即売有） 

   ＊10/12（日）13時半～15時 盆栽講習会 於）研修室 

  「園長・副園長の園内ガイド」 
    ９月２５日（日） 
  植物園会館前集合：午後２時スタート！ 

     ＊どこに行くかはお天気次第 気分次第！  
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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/ 

Kyoto Botanical 
Gardens 

「私の好きな木」 ～特別編～ 
   会期：9月29日(日) 10時から16時まで 

         ※受付：９時半 大芝生地            

 場所：大芝生地ほか 

 ◆「樹木と文化」私の好きな木観察・・ 

 ◆「木とあそび」植物で遊ぶetc・・ 

   ◆「樹木と音楽」伝説のｼﾝｶﾞｰ 

           小室等さん来園 

   ◆「エンディング」素敵な抽選会・・ 
 園長日記はHPから・・・ 

  「名誉園長さんときまぐれ散歩」 
        ８月２３日(日） 

   

  第２２回「寒 蘭  展」 

    期間：11月15日（金）～11月17日（日） 
  会場：植物園会館１F展示室   
  概要：カンラン約120点などを展示（即売会有）           

since1924 

    ※ ５月３１日（土）まで 

                        開 園 時 間 延 長しています！！      
                 １８時半まで開園（入園は１８時まで）    

◆会員特典 
       観覧温室無料観覧！ ※入園料は別途必要です。 
   植物園教室優先参加！ 会員限定ｲﾍﾞﾝﾄへ招待！ 

   

◆会員特典いろいろ 観覧温室無料、ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞﾂｱｰ 他 ※入園料は別途 
◆会費 2,000円/年 ＊申込・詳細は、植物園会館事務室まで  

  

  

「あすＫｙｏフェスタ in 京都府立植物園」 

      ～ 植物園・大芝生地に集まれー ～  
    日時：１１月２３日(日)11:10～ 
   

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1000円  高校生750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 
  ■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！ 

     

  

アンデス山系に分布する数種の球根性ベゴニアを掛け合わせて
つくられた品種が球根ベゴニアと呼ばれます。その特長はなん
と言っても、きれいに整った花姿とその大きさが醸し出す豪華
さ、豊かな花色が演出する美しさにあります 

  

シ
バ
ザ
ク
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 「松竹梅の寄植え講習会」 
   日時：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。 
     
 

「山野草アートボトル講習会 」 
     日時   第６回  ９月８日（木）：締切 ９／１ 
 ＊経験者の部 10時～12時・初心者の部 13時半～15時半 

   会場 ：植物園会館２階多目的室 

      ※参加費 3,000円、往復ハガキで申込。 
       

 
  

HPで詳細確認！ 

         ★８／１６（火）～９／１９（月）は、地下鉄で行く「４園館スタンプラリー」！ 

    ※ 植物園・動物園・水族館・科学センターを巡って 賞品ゲット！ 植物園会館ロビーでスタンプ！ 

 「第５回 植物画展」 
  日時：９月９日（金）から９月１８日（日） 
   会場：植物園会館１階 展示室   

      ※めっちゃ上手い ボタニカルアート を展示！！ 

募集内容・申込詳細については、 

植物園ホームページでご確認下さい。  
   「京都府立植物園」で検索！ 

入園無料・駐車場400円 

第４８回「野外彫刻展」 
     期間：１０月１日（土）～１０月１６日（日） 
 ～京都彫刻家協会員の作品約４０点を 
                  園内に展示～ 

  



ガイラルディア 
クレオメ 
ベゴニア 
カンナ 
ルドベキア、ジニア 
ソライロアサガオ 

＊赤く色づき！  

 

 

ヒョウタン 

カボチャ   

 

パンパスグラス 

 

シュクシャ、ウコン 

ツノゴマ、ﾄｳｺﾞﾏ、ｹﾅﾌ 

オオケタデ etc 

 

 

ニラ  花！ 

 

フヨウ ・ スイフヨウ 

     

 

ｶﾞｶﾞﾌﾞﾀ     

ナンバンギセル ８ 
ﾎﾞﾀﾝﾎﾞｳﾌｳ ６ 
ワレモコウ ６ 
ｶﾜﾗｹﾂﾒｲ  ６ 
ｼｮｳﾛｳｸｻｷﾞ ６  
フジバカマ  ７ 
オニバス 14 
カリガネソウ ９ 
タムラソウ 14 
キンミズヒキ ８ 
タマアジサイ ８ 
スズムシバナ １ 
ユキミバナ  １ 
オトコエシ １４ 
カラマツソウ ７ 
        

ジニア 
サルビア 
アノダ 
カシュウイモ 
クササンタンカ 
フウセンカズラ 
トウガラシ  
トケイソウ 
スィートアリッサム 
ﾌﾚﾝﾁﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ  

ツキミソウ、ヘビウリ 

ヨルガオ！ﾏﾙﾊﾞﾀﾏﾉｶﾝｻﾞｼ！ 

 

 

ｶﾝﾊﾟﾇﾗ・ﾛﾂﾝﾃﾞｨﾌｫﾘｱ 

ダーリングトニア 

 

 

キンシャチ！サボテンetc・・ 
バオバブ！ 

 

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ 

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｱﾙﾎﾞﾚｱ 

 

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｷﾞｶﾞﾝﾃｱ 

ﾁｬﾎﾟﾃﾞｨｱ・ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ 

  

アキメネス 

パラミツ！  

バナナ 、 レンブ！    

ミラクルﾌﾙｰﾂ 

 

イクソラ 各種 

 

フウリンブッソウゲ 

プラティケリウム・ワンデ 

アフェランドラ・アルボレア 

ヘリコニア・ロストラタ 

ヘリコニア・マリエ etc・・  

ﾋﾏﾗﾔﾊﾅｲｶﾀﾞ     

「植物展示場」 
 ｶﾗﾃﾞｨｳﾑ 

ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ 
 ＊花後の姿も 

     なかなか・・       

カタクリ 
まさに  
 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 
 ・ｴﾌｪﾒﾗﾙ ！ 

  
 園で一番高い樹！ 

 「センペルセコイア」 
 ３７メートル！（25.7.10測樹） 
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プチロータス 

＊出会えれば幸運！一日花 

          

ﾄｹｲｿｳ 

ｵｶﾒｶﾎﾞﾁｬ 

 ＊雄株 雄花！ 

※午後に咲く小さな 

        青紫色の花。 

            タヌキの顔似!? 
 

＊ｸﾇｷﾞ、ｱﾍﾞﾏｷ、ｽﾀﾞｼﾞｲ 

  ﾅﾗｶﾞｼﾜ、ｼﾘﾌﾞｶｶﾞｼ 

   ﾏﾃﾊﾞｼｲ、ｱﾗｶｼ・・ ﾄﾞﾝｸﾞﾘ色々！ 

ｸｻﾎﾟﾃﾞｨｱ 

   ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ 

 どこまでが葉っぱ！？ 

    ちょっとﾕﾆｰｸな 

     ﾂﾙ性シダ植物 

      （園内各所）   

           

※目立たないが清楚な白花！ 

＊一般には栽培 
   されてないカブ！          

＊むせかえるような香！ 

＊可憐な花と真っ赤果実 

        のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・          

  ＊胞子葉が 花のよう・・ 
           

ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ 

＊昼夜逆転！！ 

※クチナシの実！ 

 その名とおり「口無し」の実ですが・・ 
   クチナシには四つの徳あり！  

～①常葉の緑 ②純白の花  

          ③芳香 ④果実が黄染料～ 

                （あじさい園  他） 
       

白花！           

＊ﾊﾞﾅﾅ（実）成長中！           

夜咲き！夕方に！ 

           

① 

紫花！           

「高山植物室」 徐々に冬姿に・・       

      

カンザクラ 
  

ﾔﾏｻﾞｸﾗ 
ｿﾒｲﾖｼﾉ  

ヒマラヤの青いケシ！          

＊必見です！！           

 まだまだ桜・ｻﾄｻﾞｸﾗ！！ 

観覧温室の名脇役 

     アンスリウム・・ 
      （ｻﾄｲﾓ科） 

（有用作物室）        

           

花と緑の園芸 
 フェスティバル！ 

ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ 
 見頃！ 

＊ﾎｳｶﾞﾝﾉｷ 

     花もじっくりと・・           

正 

門 

 サワシバ 
  の果穂 
 （植物生態園）      
  

    カルミア 

＊まさに奇想天外 必見！ 

 アリストロキア 

    トリカウダタ           

スイレン 

ガガブタ 

ﾔﾄﾛﾌｧ 

  ｲﾝﾃｹﾞﾘﾏ       

＊安らぎの香り漂う・・ 

 

タイタンビカス 

モミジアオイ      
＊歩いて楽しい ヒョウタンﾛｰﾄﾞ！ 

ｽﾀﾝﾎﾍﾟｱ ﾁｸﾞﾘﾅ       

＊名は体を表す！ 

 

「バラ園」 

しばらく工事中・・・ 

＊我らは 

     家族！             

幻想的な 

 「ｶﾞｶﾞﾌﾞﾀ」 の花          

＊珍しい花です！ 

＊絶滅危惧種です・・ 

              

 ツノハシバミ  
 堅果を包む果苞膨らむ 

  （植物生態園）     

＊秋の七草！ 

＊可愛い花を 
  見てくだい・・ 

ワ
イ
ル
ド
ガ
ー
デ
ン 

ﾄﾞﾝｸﾞﾘ色々 

  育ってます！    

      ｼﾘﾌﾞｶｶﾞｼ  

＊花とﾄﾞﾝｸﾞﾘ揃い踏み    

ｼﾛﾊﾞﾅﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ  
ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ 

ﾁｬﾎﾟﾃﾞｨｱ 

   ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ       

タイサンボク    

赤い種が顔出し！    

＊栽培事例極めて少！ 

      ちょっと上、薄黄色 

ｶｶｵに見えますか? 

   カカオです・・・       

＊ベトナムのツバキ。つくりものの様に美！赤！ 

 ブナの冬姿を見てください！ 

    （植物生態園）    

ダースベーダー だ！！           

＊日本初導入個体！          

ソシンロウバイ          

フクジュソウ ！ 

＊ﾆｭｰｷﾞﾆｱ原産。濃紅色の筒状花・・           

＊仏教三大聖樹の一つ・・・           

ハナミズキ  

 森カフェ 西側 

ネモフィラ 

 正門花壇 

＊インド原産  赤花～ 

＊ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞいまだ健在・・ 
ｵｵﾊﾞｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ  

  植物生態園 

16 

「砂漠サバンナ室」      

      

 「冷 房 室」 が面白い！       

      

＊ｻﾝﾕｳｶの八重咲品種。 

        白花～ 

ヤエサンユウカ ﾊﾅｲｶﾀﾞ ♀ 

＊この葉でシャンプー！ 

＊ｱﾘｽﾄﾛｷｱ３兄弟揃い踏み！ 

＊何に見える？ 

「沈床花壇」 

＊花と果実！ 

ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ  球果 

   育っています・・ 

  ＊なかなか面白い！ 

  ﾇﾏｽｷﾞの気根を 

   ご覧あれ・・・ 
   （ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ園  東） 

「正門花壇」      

      

＊昨年日本初開花！          

＊シャネルNo５の原料です！ 

17 

食虫植物展！ 

    ｽｽﾞﾑｼﾊﾞﾅ 

    ﾕｷﾐﾊﾞﾅ 

   （植物生態園） 

 彩り鮮やか！ 

熱帯スイレン 

  温室前 鏡池 

タイサンボク 

  花後の姿も面白い！ 

   （植物園会館前） 

＊砂漠のバラ！           

ｼﾘﾌﾞｶｶﾞｼ     

   運が良ければ・・ 

   ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ 
   （植物生態園） 

日本のツリフネソウと比較観察・・ 

＊鮮やかなｵﾚﾝｼﾞの苞が美！          

＊今話題の猿です！ 

１０日頃まで見られるかな～ 

 まるで別世界！          

（ｼｭｳﾒｲｷﾞｸ）    

＊花をじっくり・・猿？マントヒヒ！？ 

ﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ 
  ﾌｫ-ｹﾞﾘｱﾅ 
   ＊紫花 美！   

ｽﾄﾚﾌﾟﾄ 
  ｶｰﾊﾟｽ    

黄花！ 
 準絶滅危惧種 

「昼夜逆転室」 
 ＊夜咲き植物小休止・・春まで閉室・・        

   

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ 

              

ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾎｰﾘｰ クチナシの実 

   色づき・・・ 
 （あじさい園）    

＊今年はｳﾙﾄﾗﾏﾝ沢山！ 

‘桃色雪中花’           

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ 

＊見上げて！朱花！ 

ロウバイ     

  クマザサ！美！ 
   （植物生態園） 

＊ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰ!?           

   フキノトウ！ 

    （植物生態園）    

＊吸血鬼？ びっくり顔のランです・・ 

「高山室」 

＊ｽｲｾﾝの原種！黄花！ 

＊芳香漂う！ 

春まで落ちない 
 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）  

＊幹生果 鈴なり！           

オヒルギ 

 胎生種子！ 

  奥の方にチラッと・・・ 

＊北山門に展示！ 

里山の早春を彩る！  

＊ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ原産！葉がシャンプーに！          

＊上を見上げて！美！ 

＊鮮やか黄花！ 
     南ｱﾌﾘｶ原産 

 ＊雄しべが 

   真っ赤に弁化！          

 ‘日光’          

＊南米原産 縦長赤花序             

「昼夜逆転室」   

＊開花！           

ジェイド バイン 

  翡翠葛 美！ 

 

＊朱色で袋状の可愛い花！           

＊世界一暗い花！？             

食虫植物！ 

【薬草ｺｰﾅｰ】 
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＊食虫植物！          
＊ﾊﾞﾗ科 薬草 健胃          

＊ﾌﾚﾝﾁﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ 

ｱﾈﾓﾈ・ﾄﾒﾝﾄｻ 
ﾑﾗｻｷｺﾞﾃﾝ 

温帯スイレン 
ガガブタ 

＊見上げて！ 

＊薬草園が面白い！ 

高山 彩ってます！          

＊次の開花は！？          

  バオバブ だ～！ 
＊目の前に 怪しげな黄と紅の花！ 

「植物展示場」 

変化アサガオ 

ベゴニア etc 

 AAS・ＦＳ受賞品種 

   ﾌﾚﾝﾁﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ 
   ﾌﾞﾙｸﾞﾏﾝｼｱ、カンナ 

   ペチュニア、ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｻﾙﾋﾞｱ 

   アンゲロニア、ペニセツム 

   ジニア、トウガラシ 

＊世界最大の果実！          

「正門花壇」 

＊夜咲きの花！          

  南米原産 

  ﾍﾘｺﾆｱ・ﾛｽﾄﾗﾀ 
 まさにジャングル！ 

＊沈床花壇 ほか 

ｻｷｼﾏｽｵｳﾉｷ 実！ 

＊キャノンボールだ～！          

＊実に旨そう！          

＊カタツムリの様な花！？ 

＊花！          

＊府  絶滅種！          

＊纏の馬簾に似てる！？ 

カンナ 

ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ ｻﾙﾋﾞｱ 

サトウキビ 
ワタ 

ｸｻｻﾝﾀﾝｶ 
ﾌﾞﾙｸﾞﾏﾝｼｱ 

 ガガブタ 
府 絶滅寸前種 

ﾌﾞﾙｸﾞﾏﾝｼｱ 

パパイヤ 

ｳﾓｳｹﾞｲﾄｳ 

ヒマワリ 

ムクゲ！  

アケビ 
 育ってます・・ 

熱帯ｽｲﾚﾝ！ 

 千利休の孫 宗旦が 

     愛したムクゲ！ 

 ＊このコーナーは面白い！          

ホウガンノキ 

＊ｳﾙﾄﾗﾏﾝ 似！？          

＊ﾊﾜｲｱﾝｼｬﾝﾌﾟｰ！？          

シリブカガシ   
 花とﾄﾞﾝｸﾞﾘ！ 

   ＊別名 ホカケソウ         

ﾑﾗｻｷｻﾙｽﾍﾞﾘ 

 ＊ブラブラ涼しげ！          

＊何の顔に見える？          

カンレンボク 
＊可愛い果実！ﾐﾆﾊﾞﾅﾅ！          

サンゴジュ   

    赤実！ 

コブシ 果実！ 
＊なるほど 拳だ！ 

ムクゲ！  

    ｽｽﾞﾑｼﾊﾞﾅ 

    ﾕｷﾐﾊﾞﾅ 

   （植物生態園） 

 ＊咲き始め！          

＊珍しい花です！ 

  ＊咲き始め・・・          

ハマアザミ 

センニチコウ、タイタンビカス 

ザクロ！   

モミジアオイ 

  タイサンボク 

   花後の姿もなかなか・・ 
     （植物園会館前） 

オミナエシ 
フジバカマ 

＊ｲﾜﾀﾊﾞｺ科の花です！ 

ジンジャー 

8/24 フニーバオバブ 初開花！ 

 夜咲き 1日花・・ まだ蕾あり！   

     次はもうすぐ！？ 


