
「第３９回 京都盆栽展」
期間：３月３０日（金）から４月３日（月）
会場：植物園会館展示室 販売あり

※盆栽講習会：４／１（日）会館研修室 １３時半～

「春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」◆３月２５日（日）※北山門広場周辺に工芸品や手づくり市！

「第２７回 球根ベゴニア展」
期間：３月２５日（日）から４月１５日（日）
会場：観覧温室 ジャングル室

※3/25～4/8は夜間も開室！

「第３１回 早春の山野草展」
期間：３月１６日（金）から３月１９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。

※３／１８（日）山野草展関連講習会

・植物園会館２Ｆ研修室 13時半～15時

「第 ４回 カンアオイ展」
期間：３月２３日（金）から３月２５日（日）
会場：植物園会館２F 多目的室

＊渋い！ 他所ではなかなか見られない様々なカンアオイを展示！

「第 ４回 絶滅危惧植物講演会」
日時：３月２５日（日）１３時から１５時２０分
会場：植物園会館２F 研修室

○「京都府立植物園の絶滅危惧植物」
○「カンアオイの進化の歴史と保全」

京都大学大学院 人間・環境学研究科 高橋大樹氏
○「特殊土壌地帯で新しい植物が生まれたとき」

京都大学大学院 人間・環境学研究科 坂口翔太氏

「第５８回 つばき展」
期間：３月２３日（金）から３月２５日（日）
会場：植物園会館展示室

◆園内つばき探訪：３／２４（土）植物園会館前１３時スタート！

◆つばき講演会 「和歌に詠まれた植物」冷泉貴実子氏
・３／２４（土）植物園会館 2F 研修室 １３時半～

桜ライトアップ！ ◆３月２５日（日）から ４月８日（日）まで開催！◆

※１８時から２１時までライトアップ！ 入園は午後８時まで・・

併せて 観覧温室も夜間開室！（入室は午後８時半まで）球根ベゴニア展開催！

名誉園長きまぐれ散歩
４月１５日（日）

植物園会館前集合：午後２時スタート！

「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！

「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。

◆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。

◆植物園会館休憩室のテーブル・書架は京都府内産木材を使っています！木の温もりを感じてください！

府内産材の利用は、地域の森林管理が進み 地球温暖化防止や生物多様性保全に繋がります。

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

2５３号
２０１８

３．１６

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！

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！

園長・副園長の園内ガイド」
３月１８日（日）

植物園会館前集合：午後２時スタート！

「第２６回 しゃくなげ展」
期間：４月６日（金）から４月８日（日）
会場：植物園会館１階 展示室
概要：シャクナゲ類約１００点展示。販売有り。

◆シャクナゲ講習会
日時：４／８（日）13時半から 会館２Ｆ研修室

「シャクナゲの栽培について」
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アマミアセビ

ゲンカイツツジ

シクラメン・コウム

ジャノメエリカ

シクラメン・コウム

クリスマスローズ

ダーリングトニア

ｳｨﾀﾘｱﾅ・ﾌﾟﾘﾑﾘﾌﾛﾗ
アナモネ・パテンス

キソウテンガイ

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ
ドラクラ・サウリィ

ツンベルギア・マイソレンシス

バナナ、カカオ！コーヒー！
マンゴー・フトモモ 花！
テコマンテ・ベヌスタ

ラッパバナ
ﾆﾝﾌｧｴｱ・ｷﾞｶﾞﾝﾃｨｱ

ﾄﾘﾌﾟﾗﾘｽ・ｸﾐﾝｷﾞｱﾅ

ヘリコニア・ストリクタ

週刊見頃情報
２０１８. ３．１６ ２５３号
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生態園

「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」

＊咲いてきました！

ハランアナナス
ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ・ｱﾏﾋﾞﾘｽ

ホットリップス

洋ラン 華やか！

「ﾗﾝ・ｱﾅﾅｽ室」

ミツマタ！

ハス！

＊ﾔﾏｱｼﾞｻｲの１品種 美！

ウグイスカグラ １２
ﾕｷﾜﾘｲﾁｹﾞ １，１２
オニシバリ １２
ダンコウバイ １８
ゲンカイツツジ ８
ｷﾝｷﾏﾒｻﾞｸﾗ 13,17

ユキツバキ １７
ミツマタ １６
ワサビ １２
アセビ ８，１０
ヤブツバキ １５，１８
カタクリ ３
スズシロソウ １７
ニリンソウ １１

賀
茂
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ｻﾝｼｭﾕ

＊食虫植物！

＊ナミブ砂漠に２枚の葉で生き続ける！

＊原種のコチョウラン！

ﾙﾘｺﾞｸﾗｸﾁｮｳｶ

＊ｵｰｽﾄﾗﾘｱの熱帯性のｽｲﾚﾝです！

＊１２／１～３／３１ 閉室

＊蛇の目模様！

正

門

＊インド原産！

＊可愛い笑顔のモンキー！

ホット・リップス
（温室：ラン室）

ミツマタ
シナマンサク！
ウグイスカグラ

四季彩の丘

＊真っ赤な唇は苞！

＊原種のシクラメン！

ﾎﾞｰﾓﾝﾃｨｱ
ﾑﾙﾃｨﾌﾛﾗ！
＊じっくり観察！

（植物生態園 12 ）

ﾎﾞｰﾓﾝﾃｨｱ・ﾑﾙﾃｨﾌﾛﾗ！
＊雄しべ雌しべを観察！（温室）

マンサク！

＊原種のシクラメン！

北
泉
門

可憐に咲く・・
キンキマメザクラ！
（桜林・ 植物生態園）

＊原種のシクラメン！

梅花！ ヘレボルス・オリエンタリス

ツバキ‘月光’

＊雄しべが白い花弁状に・・

シクラメン・コウム！
（球根ガーデン・彩の丘）

カワヅザクラ！

＊俯き加減に控えめに・・
ミツマタ！

＊黄花！

サンシュユ！

＊雌雄そろい踏み！

ヘリコニア・ストリクタ
（温室： ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ室）

＊シマモミ の回り・・

＊一般的にはｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞ・・
本来はﾚﾝﾃﾝﾛｰｽﾞの呼称・・

トサミズキ
（園内各所）

＊高知県に分布
日本固有種・・

クロッカス、スイセン
シクラメン・コウム

ツバキ‘日光’

＊雄しべが赤い花弁状に・・

カンザクラ！

カンヒザクラ

観覧温室

ﾂﾉﾊｼﾊﾞﾐ 雌花

春の草花！

ビオラ！

ｴｷｳﾑ・ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ！

＊目をこらして観察！

ミモザ！
（ｷﾞﾝﾖｳｱｶｼｱ）

アンズ

カラミザクラ！

トウカイザクラ！

＊咲き始めました！

オカメ（サクラ）

＊ﾌｷﾉﾄｳの
雄花雌花の観察！

ハナノキ！


