
「秋のものづくりｶﾞｰﾃﾞﾝ&ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ」

期間：１１月５日(土)から１１月６日(日)
～手作り品の店大集合！ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ開催！～

◆手づくり市：北山広場、くすのき並木、北山門外

＊アクセサリーや木工品、焼き菓子、パンetc・・

◆ミニコンサート：北山広場特設ステージ

＊12時～15時４０分まで

「野菜や花のタネを使ったミニリース作り体験教室」
日時： １１月５日（土）１３時半から
会場： 植物園会館 ２階 研修室
＊参加費1000円。往復はがきで申込。11/2必着。詳細はＨＰで。

「秋 の 植 物 園 フェ ス タ」
期間：１１月１９日(土)から１１月２０日(日)

※ミニSL乗車体験、植物園マルシェ、紅葉ツアー

「植 物 園の森と水 油彩展 」
～植物園会館 １階 展示室～

期間：１１月１日(火)から１１月６日(日)
※画家の目をとおした植物園をご覧ください！！

「第２５回 きのこ展」
期間：１０月２９日（土）から１０月３０日（日）
会場：植物園会館 展示室

◆10/30 13時半から「きのこ の 講演会」 植物園会館２階研修室
◆10/30 10時から約１h「きのこ の 観察会」植物園会館前に集合

「第３回 ガーデニングコンテスト」！
～ 秋を楽しむ庭づくり ～

◆展示： 11/6（日）まで

「土曜ミニミニガイド」
１０月２９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！～

①７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！
※休園日は、年末年始（12/28～1/4）だけです。

「名誉園長きまぐれ散歩 ／ 園長・副園長の園内ガイド」

１１月１９日（土） ／ １１月２０日（日）
植物園会館前集合：午後２時スタート！

＊「秋の植物園フェスタ」紅葉ツアーとして開催！！

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

１８３号
２０１６

１０．２８

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・・・

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！

「第１回 インテリア・プランツ展」
期間：１０月２１日（金）から１０月３０日（日）
会場：観覧温室 特別展示室

※住空間を再現しｲﾝﾃﾘｱ・ﾌﾟﾗﾝﾂの楽しみ方を提案！
多肉植物、観葉植物、エアープランツ・販売あり

「第５０回 菊花展」
期間：１０月２０日（木）から１１月１５日（火）
会場：大芝生地 展示場
概要：大菊・小菊等約1000本を展示（販売有り）

今年は菊の船！・・で記念撮影！！

「第３２回 菊花切花展」
期間：１１月３日（木祝）から１１月５日（土）
会場：植物園会館 ２階 多目的室

「第４回 苔・こけ・コケ展」
期間： １１月１１日（金）から１１月１３日（日）
会場： 植物園会館 １階 展示室

「第２５回 寒 蘭 展」
期間：１１月１８日（金）から１１月２０日（日）
会場：植物園会館 展示室

カンラン約１００点 席飾り５席展示。即売あり。
＊展示会期間中 東洋蘭洛風会による相談コーナーあり
◆11/20 13時半から 「寒蘭講習会」

植物園会館 ２F研修室 「寒蘭の育て方」

「私の好きな木／特別編 ～樹木と文化～」
日時：１１月６日(日)

※大芝生地に木遊びブース！

午後（13時半～15時）

11/11
講習会：「コケ調べ  顕微鏡で確かめよう」
　13時受付：定員12名：植物園会館2F研修室

11/12
コケ観察会
　植物園会館前集合
　9時半受付：定員20名

講習会：「コケと遊ぼう
                 苔テラ リウム」
    定員20名：材料費1000円
    9時半受付会館2F研修室

講演会：「『苔』語彙拾遺　苔筵とは」
　　　　　　　京都医療科学大学　青野先生
　　　　　　　　　　　　　　植物園会館2F研修室

11/13

講演会：「秋の京都でコケ庭巡り～コケを知れば

                                   京都が10倍楽しくなる!?」

　　　　　　　福井県立大学　大石先生
　　　　　　　　　　　　　　植物園会館2F研修室

苔・こけ・コケ行事
午前（10時～11時半）

コケ観察会：植物園会館前集合
　　　　　                         　9時半受付：定員20名

コケ観察会：植物園会館前集合
　　　　　　                         9時半受付：定員20名



秋の彩～！

ベゴニア
カンナ
ﾋｬｸﾆﾁｿｳ‘ﾄﾞﾘｰﾑﾐｯｸｽ’
ｱﾌﾘｶﾝﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ

フイリダンチク

ﾐﾝﾄﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ
ｷﾞﾝﾊﾞｲｶ 果実

ラッキョウ 花
シャクチリソバ

ｼｸﾗﾒﾝ・ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑ

ハマギク

ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ 12他
ツリフネソウ ８
ワレモコウ ６
イナカギク ９
フユイチゴ 11
キブネギク ８
ノコンギク 16
ホトトギス 12 , 13
マツムラソウ 14
ツルニンジン ６
ｻﾝｲﾝﾋｷｵｺｼ ６
ｻﾗｼﾅｼｮｳﾏ １

ソライロアサガオ
ｻﾙﾋﾞｱ・ﾚﾝｶﾝﾀ
スィートアリッサム
カシュウイモ

ネコノヒゲ
ｱﾌﾘｶﾝﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ
ダリア
ｻﾙﾋﾞｱ‘ﾎﾞﾝﾌｧｲｱｰ’
トウガラシ

サガリバナ（タイミング合えば）

ｲｴﾗｲｼｬﾝ

ジンジソウ
ムレチドリ
ダーリングトニア

キンシャチ！サボテンetc・・
ｷｿｳﾃﾝｶﾞｲ！

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ
ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ﾄﾘｶｳﾀﾞﾀ
ﾁｬﾎﾟﾃﾞｨｱ・ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ

ﾒﾃﾞｨﾆﾗ・ｸﾗｻﾀ

ﾄｹﾞﾊﾞﾝﾚｲｼ！
バナナ ！ ｼﾞｬﾎﾞﾁｶﾊﾞ！
カカオ
イクソラ 各種
ﾃﾞｨｺﾘｻﾝﾄﾞﾗ・ﾃｨﾙｼﾌﾛﾗ

オンシジウム
多肉植物etc・・

フウリンブッソウゲ
ｼｬﾝﾌﾟｰｼﾞﾝｼﾞｬｰ

ヘリコニア・マリエ etc・・
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「砂漠サバンナ室」

「冷 房室」 が面白い！

「沈床花壇」

17

ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ
（植物生態園）

まるで別世界！

コマユミ
紅葉！

「高山室」

「昼夜逆転室」

＊紫花！

18

＊食虫植物！

ムラサキゴテン
シュウメイギク
ｼｸﾗﾒﾝ・ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑ
ｼｸﾗﾒﾝ・ｱﾌﾘｶﾇﾑ

「植物展示場」

シダなど

AAS・ＦＳ受賞品種
ﾄｳｶﾞﾗｼ‘ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｰﾙ’
ﾌﾞﾙｸﾞﾏﾝｼｱ、カンナ
アンゲロニア 、 ジニア
ホソバヒャクニチソウ
ｻﾙﾋﾞｱ・ﾌｧﾘﾅｹｱ

「正門花壇」

＊夜咲きの花！

カンナ
ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ ｻﾙﾋﾞｱ
ユーフォルビア

ダリア

ﾌﾞﾙｸﾞﾏﾝｼｱ

パパイヤ！

ホウガンノキ

カンレンボク
＊可愛い果実！

ﾐﾆﾊﾞﾅﾅ！

ﾌﾞﾙｸﾞﾏﾝｼｱ
（園内各花壇）

＊珍しい花です！

ｻﾙﾋﾞｱ・ﾚｳｶﾝﾀ
ｻﾙﾋﾞｱ・ｴﾚｶﾞﾝｽ

ﾚｵﾉﾃｨｽ・ﾚｵﾇﾙｽ

ｱﾒﾘｶﾔﾏﾎﾞｳｼ
（園内各所）

＊香りを楽しんで！

＊薬草ｺｰﾅｰ面白い！

ﾌﾟﾗﾃｨｹﾘｳﾑ
・ﾜﾝﾃﾞ

＊デカい ﾋﾞｶｸｼﾀﾞ！

＊まさに風鈴・・・

＊絶滅危惧種です・・

ﾌｳﾘﾝﾌﾞｯｿｳｹﾞ

ソライロアサガオ

＊抜けるような青！
青・白・黄の トリコロル！

ｹｼｮｳﾎﾞｸ

＊でっかいムカゴが・・・

ｼｸﾗﾒﾝ
・ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑ

＊ﾊﾜｲのｼｬﾝﾌﾟｰ!?  ｶﾇｰﾌﾟﾗﾝﾂ！

チェッカーベリー
ﾗﾊﾟｼﾞｭﾘｱ・ﾛｾｱ

コスモス
（バラ園東花壇ほか）

コブクザクラ！

ｼｭｳﾒｲｷﾞｸ
（四季彩の丘ほか）

＊キャノンボールだ～！

＊真ん中にそびえ立つ！

＊まさに奇想天外な姿！

秋バラ見頃！

「菊花展」！

ｺｽﾓｽ品種見本
ｸｻｻﾝﾀﾝｶ
ﾆﾁﾆﾁｿｳ

秋咲き桜！

ｻﾈｶｽﾞﾗ
＊赤く色づき・・

＊ﾗｲｵﾝの耳！

＊ｼｬﾝﾃﾞﾘｱﾌﾟﾗﾝﾄ！なるほど！

ｲﾝﾃﾘｱ
ﾌﾟﾗﾝﾂ展

10/30ﾏﾃﾞ

ヤナギノギク

バクチノキ！

＊目をこらして花観察！

＊ピンクの蝶が舞う！

ｺﾞｸﾗｸﾁｮｳｶ


