
※「年間パスポート」ご購入ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ！

ご家族へのプレゼントに是非！

【購 入 特 典】

①オリジナルポストカードプレゼント！

②「年間パスポート」パウチサービス！

③森カフェ、北山カフェでドリンク割引など！

＊ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間は９月３０日まで

・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。

※「 観覧温室」リニューアルオープンしました！

☆「昼夜逆転室」☆「昼夜逆転室」☆「昼夜逆転室」☆「昼夜逆転室」

・夜の空間を演出し、夜咲く花を展示！

☆「高山植物室」☆「高山植物室」☆「高山植物室」☆「高山植物室」

・世界や日本の高山植物などを展示！

※「北山ｶﾌｪ」ｵｰﾌﾟﾝしました！

植物園に入退園できるカフェレストランです。

～ 北山門西側 ～

園長・副園長と歩こう！「園内ｶﾞｲﾄﾞ」園長・副園長と歩こう！「園内ｶﾞｲﾄﾞ」園長・副園長と歩こう！「園内ｶﾞｲﾄﾞ」園長・副園長と歩こう！「園内ｶﾞｲﾄﾞ」

９月２２日(日）

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

２５号２５号２５号２５号

２０１３２０１３２０１３２０１３
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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/

・この度の台風１８号により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

・今週の行事予定と見所案内です。※休園日は、年末年始（12/28～1/4）だけです。

「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」

９月２１日(土）

植物園会館前集合：午後１時 先着３０名
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植物園会館前集合：午後１時、定員30名

「秋の山野草「秋の山野草「秋の山野草「秋の山野草 講習会」講習会」講習会」講習会」

会期：10月6日(日) 1３時半から15時

※受付１３時から、先着６０名

会場：植物園会館２階研修室

「植物園ガイド」が植物案内！

※ ガイドの条件

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。

③ ガイドは1時間程度。

④ 当面無料。

* 申込先：京都府立植物園 TEL  075-701-0141

第第第第52525252回回回回 植物作品展植物作品展植物作品展植物作品展

期間：９月２１日(土)～９月２９日(日)

10時～16時

場所：植物園会館１階 展示室

※児童生徒による植物標本や研究作品

などの展示

「私の好きな木」「私の好きな木」「私の好きな木」「私の好きな木」 ～特別編～～特別編～～特別編～～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・・

「水車ってすごい！」「水車ってすごい！」「水車ってすごい！」「水車ってすごい！」

10月20日（日）13:15～14:30

園長ブログ スタート！！HPから・・・

寄せ植え講習会寄せ植え講習会寄せ植え講習会寄せ植え講習会

～秋を楽しむ京風寄せ植え～～秋を楽しむ京風寄せ植え～～秋を楽しむ京風寄せ植え～～秋を楽しむ京風寄せ植え～

会期：10月12日(土) 1３時半～15時

会場：植物園会館２階研修室 (受付13時)

講師：日本ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ協会

※参加費3,000円（完成品をお持ち帰り）

申込み：往復はがき 住所、氏名、連絡先

を明記・申込締切：10/4（金）

第第第第33333333回回回回 秋の山野草としだ展秋の山野草としだ展秋の山野草としだ展秋の山野草としだ展

期間：10月2日（水）～10月7日（月）

概要：秋の山野草及びシダ類約300点を

展示（即売有）＊6日に関連講習会

会場：植物園会館1階展示室

・概要：園内の水車で仕組や働きを学習、

製粉実演

・対象：小学生２０名（保護者同伴可）

・申込：ﾒｰﾙ：k-b-g@bz01.plala.or.jp

FAX 075-701-0142

※住所、氏名、学校名、学年、連絡先を

明記し申込。（ﾋﾞﾆｰﾙ袋(小)持参）

◇「なからぎの森」水車前集合

第４５回「野外彫刻展」第４５回「野外彫刻展」第４５回「野外彫刻展」第４５回「野外彫刻展」

期間：9月28日（土）～10月14日（月）

～京都彫刻家協会員の作品約４０点を

園内各所に展示～



★ﾋｮｳﾀﾝﾛｰﾄﾞ色づいています！

ﾍﾋﾞｳﾘ、ｵｶﾒｶﾎﾞﾁｬ、ﾋｮｳﾀﾝなどなど

植物園植物園植物園植物園も台風により倒木などの被害を受も台風により倒木などの被害を受も台風により倒木などの被害を受も台風により倒木などの被害を受

け閉園しご迷惑をおかけしましたが、ほぼけ閉園しご迷惑をおかけしましたが、ほぼけ閉園しご迷惑をおかけしましたが、ほぼけ閉園しご迷惑をおかけしましたが、ほぼ

復旧完了いたしました。復旧完了いたしました。復旧完了いたしました。復旧完了いたしました。

秋の装いをお楽しみ下さい！秋の装いをお楽しみ下さい！秋の装いをお楽しみ下さい！秋の装いをお楽しみ下さい！

ｴｷﾅｹｱ ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ’ﾁｪｲﾆｰｽﾋﾟﾘｯﾄ’

ニチニチソウ

ｱｻｶﾞｵ（北京天壇） ｵｼﾞｷﾞｿｳ

ﾌｳｾﾝｶｽﾞﾗ ヨルガオ

ﾍﾟﾁｭﾆｱ各種

チトニア 、ニチニチソウ

ｾﾝﾆﾁｺｳ 、 ヒマワリ

ﾎｳｾﾝｶ、 ｱﾝｹﾞﾛﾆｱ

ｿﾗﾅﾑ ‘ｾﾝｾｰｼｮﾝ’

ｲﾜﾀﾊﾞｺ類

パパイヤ

イクソラ

バナナ

ﾌｳﾘﾝﾌﾞｯｿｳｹﾞ

ヘリコニア類

メディニラ ﾐﾘｱﾝﾀ

ｺﾌﾟｼｱ ﾌﾙﾃｨｺｻ

ﾋﾞｸﾞﾉﾆｱ ﾏｸﾞﾆﾌｨｶ

ベニヒモノキ

「高山植物室」「高山植物室」「高山植物室」「高山植物室」

ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ、ｺﾞｾﾞﾝﾀﾁﾊﾞﾅ

ｼﾗﾀﾏﾉｷ、ｴｿﾞﾘﾝﾄﾞｳ

ｷﾀﾀﾞｹﾄﾘｶﾌﾞﾄ など

ブルグマンシア

コリウス

カンナ 、 ﾄｳｶﾞﾗｼ各種

ルコウソウ

クレオメ 、 トケイソウ

パパイヤ

ﾄﾚﾆｱ ﾊﾞｲﾛﾆｰ

コスモス9月末
開花見込み・・

見頃の植物見頃の植物見頃の植物見頃の植物

赤米（神丹穂）

ミズアオイ

デンジソウ

ｻﾙﾋﾞｱ ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ ｽﾊﾟｲｱｽﾞ

ワタ類

ｱｲ 、 ﾊﾅｳｺﾝ

ナタマメ

シカクマメ
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サワギキョウ ７

ｽｽﾞﾑｼﾊﾞﾅ ２、４

タコノアシ ７

タヌキマメ ６

ｶﾘｶﾞﾈｿｳ ６、９

ユキミバナ １

ﾅﾝﾊﾞﾝｷﾞｾﾙ ７

オミナエシ １４

フジバカマ １４

ｷﾚﾝｹﾞｼｮｳﾏ ５

ワレモコウ ８

四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺

バラ園

カンナ

ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｻﾙﾋﾞｱ

ｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ

ｳｶﾞﾝﾃﾞﾝｾ

会館前花壇

ｺｳﾓﾘｶﾞｻｿｳ

観覧温室観覧温室観覧温室観覧温室
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＊まさに紅ひも乱舞！＊まさに紅ひも乱舞！＊まさに紅ひも乱舞！＊まさに紅ひも乱舞！

10月のバラ展に
向け夏季剪定

完了！

正門花壇

生態園生態園生態園生態園

15

沈床花壇沈床花壇沈床花壇沈床花壇

ﾂﾉｺﾞﾏﾂﾉｺﾞﾏﾂﾉｺﾞﾏﾂﾉｺﾞﾏ

＊黄橙色の実鈴なり！＊黄橙色の実鈴なり！＊黄橙色の実鈴なり！＊黄橙色の実鈴なり！

やがて赤く熟すやがて赤く熟すやがて赤く熟すやがて赤く熟す

ｼﾏｻﾙｽﾍﾞﾘ

熱帯ｽｲﾚﾝ

ｼﾘﾌﾞｶｶﾞｼ（果実と花）

サルスベリ

ﾑﾗｻｷｻﾙｽﾍﾞﾘ

＊＊＊＊AAS 2013 入賞！入賞！入賞！入賞！

【植物展示場】

○ﾚｯｸｽﾍﾞｺﾞﾆｱ

○秋の山野草

ｽｲﾚﾝ

「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」

サガリバナ、ゲッカビジン

ﾖﾙｶﾞｵ、ﾂｷﾐｿｳ など

ｱﾅﾅｽ類

洋ﾗﾝ

ｶﾗｼﾞｭｰﾑ
＊出会えれば幸運！一日花＊出会えれば幸運！一日花＊出会えれば幸運！一日花＊出会えれば幸運！一日花

ﾋﾏﾗﾔﾊﾅｲｶﾀﾞ

ﾄｹｲｿｳ

＊＊＊＊FS 、、、、AAS   金賞！金賞！金賞！金賞！

水車

ｵﾐﾅｴｼ

ﾊﾟﾝﾊﾟｽｸﾞﾗｽ

＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！

宿根ﾊﾞｰﾍﾞﾅ

ｲｴﾗｲｼｬﾝ

ﾌﾟﾙﾒﾘｱ

食虫植物各種

ﾃﾞｨﾓﾙﾌｫﾙｷｽ ﾛｳｨ

ﾀｲﾀﾝﾋﾞｶｽ

＊花とﾄﾞﾝｸﾞﾘが＊花とﾄﾞﾝｸﾞﾘが＊花とﾄﾞﾝｸﾞﾘが＊花とﾄﾞﾝｸﾞﾘが

同時に。何故！？同時に。何故！？同時に。何故！？同時に。何故！？

ムジナモ

＊地味だが貴重な＊地味だが貴重な＊地味だが貴重な＊地味だが貴重な

水生食虫植物水生食虫植物水生食虫植物水生食虫植物

サンゴジュ

＊珊瑚の様な赤い＊珊瑚の様な赤い＊珊瑚の様な赤い＊珊瑚の様な赤い

果実が美しい！果実が美しい！果実が美しい！果実が美しい！

ｶﾘｵﾌﾟﾃﾘｽ

ﾌｫｰｾｽﾀｰｽﾞ

ｺﾞｰﾙﾄﾞ

ｱﾒﾘｶﾌﾖｳ

フヨウ

＊きれいな花の陰に＊きれいな花の陰に＊きれいな花の陰に＊きれいな花の陰に

悪魔の爪が！悪魔の爪が！悪魔の爪が！悪魔の爪が！

ｻﾞｸﾛ（果実）ｻﾞｸﾛ（果実）ｻﾞｸﾛ（果実）ｻﾞｸﾛ（果実）

※※※※必見必見必見必見！！！！

西表島の希少植物西表島の希少植物西表島の希少植物西表島の希少植物

※※※※午後に咲く小さな午後に咲く小さな午後に咲く小さな午後に咲く小さな

青紫色の花。青紫色の花。青紫色の花。青紫色の花。

タヌキの顔似タヌキの顔似タヌキの顔似タヌキの顔似!?

ｳｵﾄﾘｷﾞｳｵﾄﾘｷﾞｳｵﾄﾘｷﾞｳｵﾄﾘｷﾞ

意外にきれいな意外にきれいな意外にきれいな意外にきれいな

ﾔｲﾄﾊﾞﾅ（ﾍｸｿｶｽﾞﾗ）・・ﾔｲﾄﾊﾞﾅ（ﾍｸｿｶｽﾞﾗ）・・ﾔｲﾄﾊﾞﾅ（ﾍｸｿｶｽﾞﾗ）・・ﾔｲﾄﾊﾞﾅ（ﾍｸｿｶｽﾞﾗ）・・

※※※※見つかるかな！？見つかるかな！？見つかるかな！？見つかるかな！？

ススキの足下に注意！ススキの足下に注意！ススキの足下に注意！ススキの足下に注意！

ﾋﾒｱﾘｱｹｶｽﾞﾗ

ﾀｶﾉﾊｽｽｷ

※※※※一つの株に一つの株に一つの株に一つの株に

２色の花！？２色の花！？２色の花！？２色の花！？

ﾏﾂﾑﾗｿｳ

ｿﾗｲﾛｱｻｶﾞｵ

のﾌﾞﾘｯｼです！

コスモス

ｸｻﾎﾟﾃﾞｨｱ ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ

※※※※本年８月本年８月本年８月本年８月 国内初開花！国内初開花！国内初開花！国内初開花！


