
「若手作家による植物画展」
～常花（とこはな）の苑（その）に咲くものたち～

期間：２月２日（金）～ ２月１２日（月祝）
会場：植物園会館 １F 展示室

「私の好きな木 第５回・第６回」
＊第５回：２月１０日（土）9時半～12時40分

＊第６回：３月１０日（土）9時半～12時40分

・植物園会館2F多目的室

・園内で自分が選んだ１本の木を四季を通じ観察。

・全６回 どなたでも参加可（途中参加OK）。

・第６回目は子供達の発表があります！

名誉園長きまぐれ散歩
２月２５日（日）

植物園会館前集合：午後２時スタート！

「バラ剪定 講習会③ 」
日時等： ２／２４(土)・ 春開花に向けての剪定

※13時半～ （当日受付１３時から）
会場： 植物園会館2階研修室（及びバラ園）

「水曜ミニガイド」
毎週水曜日は

植物園会館前集合：午後１時スタート！

「土曜ミニミニガイド」
毎週土曜日は

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 

◆園内で野鳥の死骸を発見されましたら、鳥インフルエンザの疑いもありますので
絶対に触らずに職員や各門へお知らせください。

◆２／１８（日）は「京都マラソン2018」！園内をランナーが駆け抜けます！
大変ご迷惑をおかけしますがご協力お願いします！ 当日は入園無料です。※休園日は、年末年始（12/28～1/4）だけです。

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

2４８号
２０１８

２．９

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/

※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

植物園認定ｶﾞｲﾄﾞによる！

植物園ＨＰ！

いつものように爽やか解説！

第１３回 早春の草花 展 ～街の春 里の春 山の春～
◆大芝生地 特設会場にて、2月９日（金）から 3月１１日（日）まで開催！◆

～ まだ寒さの残るこの季節・・ 一足早く「春の景色」をお届けします！ ～

「第６回 ｼｬﾄﾞｰﾎﾞｯｸｽ作品・ｸﾗﾌﾄ展 」
日時：２月１５日（木） ～ ２月１９日（月）
会場：植物園会館 １階 展示室

・植物を題材にした作品約２00点展示。販売有り。

「第1３回 早春の園芸市」
期間：２月２３日（金）～ ２月２５日（日）

会場：植物園会館 １階 展示室

◆講演会 2/ 24(土)13:30～ 植物園会館 ２F 研修室

「熱帯雨林の野生植物」植物研究家 長谷圭祐氏

◆講習会 2/ 25(日)13:30～ 植物園会館 2F 研修室

「ｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞとｼｸﾗﾒﾝ」園芸研究家 横山直樹氏

行事名 備考

シャドーボックス教室
費用  　800円から
所要時間 １時間程度

トートバック制作
費用  　600円
所要時間 １時間程度

型染め体験教室 所要時間 １５分程度etc

　・鳥の子和紙はがき 費用　　600円

　・簡易袱紗、巾着 費用　2,000円

  ・ミニトートバック 費用　1,300円

毎日

月日
　　　　　　　　　関 連 行 事　　　　　　於）展示室

毎日

15～18日
(13～16時)

京都府立大学との共同によ

り、スマホを使って園内の

自分の位置が確認できる

Strolyマップ対応『おすす

め樹木めぐり！』を作成！

植物園の歴史を見守ってき

たアキニレなど１４３種類

の樹木を掲載しています。

ＱＲコードをスマホ

で読み込み、「位置

情報を利用する」に

設定！

～お披露目イベント開催！！～
●日 時 平成３０年２月１２日（月・祝）１３時３０分～１５時３０分

●会 場 京都府立大学 合同講義棟 第３講義室

●内 容 ○『おすすめ樹木めぐりマップについて』ほか

� 植物園へ移動。北泉門から入園 ※入園料が必要です

○『松谷名誉園長の解説付き「おすすめ樹木めぐり！』

根の観察会！ ～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！

◆開催日：２月２４日(土)、２５日(日) 
両日とも １４時 植物園会館前集合です！



カナクギノキ
今年も元気に
花芽で万歳！

（植物生態園 17）
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サネカズラ
カマツカコケモモ

ジャノメエリカ

ハボタン（北山門）

ﾅﾙｷｯｽｽ・ｶﾝﾀﾌﾞﾘｸｽ

ダーリングトニア

アフリカバオバブ

キソウテンガイ

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ
ラパジュリア・ロセア

ｿﾚﾉﾌｫﾗ・ﾄｩｰｽﾄﾚﾝｼｽ

パパイヤ、カカオ！
ミラクルフルーツ、バナナ！
ﾆﾝﾌｧｴｱ・ｷﾞｶﾞﾝﾃｨｱ

ﾊﾞｳﾋﾆｱ・ｱｳﾚｲﾌｫﾘｱ

ｽﾃｨﾌﾃｨｱ・ｸﾘｻﾝﾀ
コプシア・フラウィダ

ヘリコニア・ストリクタ

週刊見頃情報
２０１８. ２．９ ２４８号
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「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」

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ・ｱﾏﾋﾞﾘｽ

ハイドゥンツバキ

ホットリップス

洋ラン 華やか！

「ﾗﾝ・ｱﾅﾅｽ室」

観覧温室

＊ﾗｸﾞﾋﾞｰﾎﾞｰﾙの様な果実！

ハス！

＊ﾔﾏｱｼﾞｻｲの１品種 美！

ツルコウジ １８
ヤマコウバシ ３

アリドオシ（一両） ７
セリバオウレン １
フクジュソウ １２

セツブンソウ １

フキノトウ ７

シモバシラ ９，１０

賀
茂
川
門

ビオラ
ハボタン

＊凍てつく朝は
シモバシラ！

＊食虫植物！

＊ナミブ砂漠に２枚の葉で生き続ける！

＊果実！

＊原種のコチョウラン！

＊白花！

ソシンロウバイ！

内まで黄色・・素心！

オオベニゴウカン

＊見上げて！黄金色に輝く葉！

ハボタン！

＊ｵｰｽﾄﾗﾘｱの熱帯性のｽｲﾚﾝです！

＊１２／１～３／３１ 閉室

フキノトウ
（植物生態園 ）

＊蛇の目模様！
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スノードロップ
ニホンズイセン
スイセン ‘ｿﾚｲﾕﾄﾞｰﾙ’
（球根ガーデン）

正

門

ヘリコニ・ストリクタ
（温室： ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ室）

綿毛がきれい！
ｱﾈﾓﾈ・ﾄﾒﾝﾄｻ

ロウバイ！
（梅林）

＊白花！赤花！

＊なかなか珍しいｲﾜﾀﾊﾞｺ科の植物！

ｵｵｶﾒﾉｷ 冬芽
＊葉芽で万歳！花芽が顔に・・

バルタン星人です

（植物生態園 ９）

コブシ
の冬芽
暖かそう・・

ロウヤガキ
＊なかなか渋美！

＊チリの国花！

＊放射状に咲くｵﾚﾝｼﾞ花！

＊原種のスイセン！

＊咲いてきました！
＊ﾍﾞﾄﾅﾑのツバキ！

ｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ
・ｸｱﾄﾞﾘﾛｸﾗﾚ

＊花火のような花姿！

ホット・リップス
（温室：ラン室）

数寄屋
（つばき園） スノードロップ

＊待雪草・・ 雪のしずく・・

＊赤実！

セツブンソウ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｴﾌｪﾒﾗﾙ！
（植物生態園）

ｵﾆｸﾞﾙﾐ 冬芽と葉痕
帽子をかぶった

犬の顔・・・
ダーウィンのラン！
（温室： 洋ラン展会場）

シナマンサク！

＊咲いてきました！

＊葉牡丹はｹｰﾙ
からうまれた・・

ロウヤガキ！

＊日本初導入個体！

フクジュソウ
＊花の暖かさで虫を誘惑・

（植物生態園）

＊春まで落ちない葉・・


