
「バラ剪定講習会 ～夏剪定～」
8／２６日(土)１３時～1６時 植物園会館２階 研修室

「第２６回 食虫植物展」
期間：７月２１日（金）から８月６日（日）
会場：観覧温室・特別展示室
概要：ウツボカズラやハエトリグサ、サレセニア

など約１００種 展示！＊21日～23日は販売あり！

◆７／２３（日）食虫植物講習会
植物園会館2F 研修室 13時半～

「たねぢから講習会 小学生以上」
～タネを使った ルームプレート 作り～

日時：８月４日（金）13:30～15:30
会場：植物園会館 2階 研修室

※参加費 500円 ﾒｰﾙ、FAX、往復ハガキで申し込み。
FAX： 075-701-0142                
MAIL：a-tanaka56@pref.kyoto.lg.jp 〆切7/30
＊オフィシャルパートナーのタキイ種苗さんと共催です！

「ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ体験教室 小学生以上 大人もOK」
～ドライフラワーや貝殻などを使った壁飾りづくり教室～

テーマ「夏の思い出～海・山からの贈り物を使って」

日時：８月２日（水）13:30～15:30
会場：植物園会館 2階 研修室

※参加費 1100円 往復ハガキで申し込み。
申込期限：7/20まで 定員20名 申込多数抽選。

「第５８回 朝顔展」 ～植物展示場～
毎日鉢入替え 延べ１０００鉢展示！

期間 ： ７／２８（金）～８／１（火）７時～１２時

◆７／２９（土）朝 顔 観察会 ９時～ 植物展示場 集合！

京風数咲きづくりや様々な変化朝顔をじっくり解説・観察！

「第６回 むしの目展」

～ 虫が見る花の色や姿は！？ ～
期間：７月２１日（金）から３０日（日）
会場：植物園会館1階展示室
◆7/22(土) むしの目講演会

植物園会館 ２Ｆ 研修室 １時半～
「熱帯林で花と昆虫が織りなす共生ネットワーク」

「アートボトル講習会 初心者コースです」
日時：⑤８月１０日（木）13:30～15:30

⑥９月１４日（木）13:30～15:30
会場：植物園会館2階多目的室

※参加費3000円程度、往復ハガキで申し込み。
申込期限：⑤８／３まで、⑥９／７まで

「第６回 観 蓮 会」
～蓮を楽しむ３日間：蓮茶、碧筒杯体験など～
期間：7月２１日（金）から7月２３日（日)

★２１日：蓮ガイド＋碧筒杯体験
★２２日：蓮ガイド＋折り花体験
★２３日：金子前園長の蓮ガイド

※８時～８時４５分（受付7:45） 於）四季彩の丘

「植物画展 作品募集！！ 」
展示：９／８（金）～９／１７（日）

※申込期限：７／３１ﾏﾃﾞ 詳細はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで確認を！

「土曜ミニミニガイド」
７月２２日（土）

植物園会館前集合：午後１時スタート！
＊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。

★植物園の東の玄関口「北泉門」がオープンしました！あじさい園の南東。 京都学・歴彩館は目の前！

※7/21～8/13は、早朝開園！７時半開園！（7/28～8/1の朝顔展期間中は７時開園！）

※7/22～7/25は、「まゆまろラジオ体操」 大芝生地に集合！ ７時４５分から～！

園長・副園長の園内ガイド」
８月２７日（日）

植物園会館前集合：午後２時スタート！

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

2２０号
２０１７

７．２１

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/

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 帰化植物展」
期間：８月４日（金）から１３日（日）
会場：植物園会館 １階 展示室
概要：帰化植物の写真・解説パネル、標本の展示！

◆「帰化植物観察会」
８／６（日）１３時半から 於）植物園会館2F 研修室

「第５６回 植物学習相談会」
8／１９日(土)９時～1６時 植物園会館２階 研修室

～ 植物標本の仕上げ方や植物相談 ～

「第１回 亜熱帯植物染織展」
期間：８月１８日（金）から２７日（日）
会場：植物園会館 １階 展示室

※亜熱帯植物を用いたアート作品展示！
◆8/20  13時半～ 講演会「植物で織る・植物を織る」2F 研修室

◆8/21～23  13時半 「染め物織物教室」参加費 各回 1200円

往復はがき申込 8/14〆切 いずれも 植物園会館2F 研修室



ヒオウギ

（植物生態園）

アガパンサス
ボタンクサギ

ヘメロカリス
イトバハルシャギク

ブットレア
アメリカフヨウ
タンジー
ミントマリーゴールド
ホップ

アーモンド 果実！

ハス！

ﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾊﾞｯﾃｨｽｺﾝﾍﾞｲ
アルストロメリア
ダリア
ハゲイトウ！ ケイトウ！
キキョウ
ヒマワリ！
ユリ etc・・
ビロードモウズイカ
トケイソウ
ｻﾙﾋﾞｱ・ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ
ムラサキバレンギク
ベニバナインゲン

サガリバナ、ユウスゲ
ゲッカビジン！

エーデルワイス
ヤナギラン
クルマユリ！

バオバブ
アリアカシア
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
ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ﾄﾘｶｳﾀﾞﾀ
ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｱﾙﾎﾞﾚｱ
バナナ ・ カカオ 花！
ﾄｹﾞﾊﾞﾝﾚｲｼ、ﾏﾝｺﾞｰ 果実！
ﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽ
ウツボカズラ

ﾋﾒﾉｶﾘｽ・ｶﾘﾊﾞｴｱ

ハイビスカス etc・・

ヘリコニア・ロストラタ
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＊アルプス三名花！

「砂漠サバンナ室」

「冷 房 室」 が面白い！

まるで別世界！

「高山室」

「昼夜逆転室」

アナナス etc
ｱﾌﾘｶｼﾀｷｽﾞﾙ
ｸｼﾞｬｸｻﾎﾞﾃﾝ！
ｱﾝｸﾞﾛｱ・ｸﾘﾌﾄﾆｰ

「ﾗﾝ・ｱﾅﾅｽ室」

観覧温室

＊７／７夜 初開花！

＊まさにジャングルの花！

＊ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ原産！葉がシャンプーに！

＊食虫植物だ～！

ハス！

ﾍﾘｺﾆｱ・ﾛｽﾄﾗﾀ
（観覧温室）

＊黄花！

トケイソウ

北
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＊ﾔﾏｱｼﾞｻｲの１品種 美！

フウリンブッソウゲ
（温室：ジャングル室）

＊虫除けに利用!?

ハス！

巨椋斑（ﾊｽ池）

ムクゲ

大賀蓮（ｱｼﾞｻｲ園）
＊2000年の眠り

から覚めた古代蓮！スイレン
ガガブタ

＊紫花！

＊アリ植物！

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ
・ｱﾙﾎﾞﾚｱ
（温室：冷房室）

＊朱の斑入りが美！

カワラナデシコ
＊７月ですが秋の七草・・

ｽｽﾞｶｹｿｳ 11 , 12

レンゲショウマ １
ヒオウギ ６
キキョウ ６，８
オニユリ ６，12
カワラナデシコ ６
ユキミバナ １，７
ﾋﾛﾊｺﾝﾛﾝｶ ２０
ウバユリ 13, 18
ノグルミ 実！ ８
カリガネソウ １
ヤマユリ紅筋 15,20
エゾミソハギ １４
バイカアマチャ 20

キキョウ

＊７月ですが秋の七草・・

ブルグマンシア
カンナ
ジニア
ルドベキア
ガイラルディア

カラディウム

＊咲いてますように！

キキョウ

トケイソウ
（ﾜｲﾙﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ

四季彩の丘）

ブルグマンシア
タイタンビカス

ハゲイトウ

ﾍﾞｺﾞﾆｱ
‘ﾄﾞﾗﾝｺﾞﾝｳｲﾝｸﾞ’

賀
茂
川
門

7/7 本年初開花
バオバブ ！

アカリファ！
ケイトウ！

ﾎｿﾊﾞ
ﾋｬｸﾆﾁｿｳ

＊とても希少種です・・

「沈床花壇」

クレオメ

＊ｽﾊﾟｲﾀﾞｰﾘﾘｰ！蜘蛛の足?

ベニヒモノキ

ｴｷﾅｹｱ
ﾚﾝｹﾞｼｮｳﾏ
（植物生態園）

ﾋﾏﾜﾘ‘ロシア’
＊３ｍ超え！

アザレアツバキ

ガガブタ
府 絶滅寸前種

アネモネ・
トメントサ

＊悪霊退散・・

「食虫植物展」

＊ランです！
花の中にエイリアンが！

ｱﾒﾘｶﾘｮｳﾌﾞ


