
「第４５回 サボテン展」
期間 ： ５月１８日（金）から ５月２０日（日）

会場 ： 植物園会館1階 展示室
概要 ： サボテン等 約300鉢を展示。即売有り。

※5／２０（日） サボテン講習会
植物園会館２階研修室 13時半～15時

「バラ切り花展示」 植物園会館２Ｆ多目的室

★5/12（土）～5/13（日）：京都ばら会

★5/19（土）～5/20（日）：日本ばら会京都支部

「第４回 斑入り植物展」
期間：６月８日（金）から６月１０日（日）

会場：植物園会館 １F展示室 ※販売有。

「第９回 夏の洋ラン展」
期間：５月３１日（木）から６月４日（月）
会場：観覧温室 特別展示室

◆植替実演会：5/31(木),6/1(金),3(日),4(月)13時半～
※観覧温室 特別展示室 各回 定員２０名

◆フラワーデザイン教室：6/2（土）13時半～
※観覧温室 特別展示室 定員２０名 材料費500円

「ハンギングバスケット講習会 ①」
場所植物園会館2Ｆ多目的室
日時：５月２７日（日）13:30～15:０0

※材料費3000円、往復ハガキで申し込み。

申込５／２１まで

「第５５回 さ つ き展」
期間： ５月２４日（木）から５月２７日（日）
会場 ： 植物園会館 １Ｆ 展示室

概要 ： サツキの盆栽等 約５0点を展示。即売有り。

◆５／２７（日）サツキ講習会

植物園会館２階研修室13時半～15時

副園長の園内ガイド」
５月１３日（日）

植物園会館前集合：午後２時スタート！

「第２回 春のバラ展」
期間 ： ５月１８日（金）から ５月２０日（日）

会場 ： 植物園会館前
※5／１９（土） バラ栽培講習会

植物園会館２階研修室 13時半～15時

★バラ園散歩！ バラ栽培担当がバラ園案内！
5/17（木）～5/20（日）17時から

植物園会館前集合！

「第2５回 長生蘭展」
期間 ： 5月１１日（金）から 5月１３日（日）
会場 ： 植物園会館1階 展示室
概要 ： 長生蘭約400点を展示。即売有り。

◆５／１３（日） 会員による「長生蘭解説！」
植物園会館１階 展示室 １３時半～１４時

◆昨秋の台風で倒壊しました東屋（水琴窟の横）を京都府内産木材で再建しました！
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。

☆４月９日（月）～５月３１日（木）「春の開園時間延長！」閉園 午後６時半（入園午後６時まで）

「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 
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※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！

～ ５月１３日（日）は、母の日無料開園！ 家族でのんびり植物園で過ごそう！ ～

植物園ＨＰ！

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！

どこを歩くかはホンマに気まぐれです・・

「第2６回 ウチョウラン展」
期間 ： ６月１５日（金）から６月１７日（日）
会場 ： 植物園会館1階 展示室
概要 ： ウチョウラン約３００点展示。即売有。

※６／1７（日） ウチョウラン講習会
植物園会館２階研修室 13時半～15時

～ 初夏のものづくりガーデン

・ミュージックガーデン～

＊６／２（土）～６／３（日）

手づくり品が並ぶ！北山門広場周辺
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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」

バニラ
ホットリップス

洋ラン 華やか！

「ﾗﾝ・ｱﾅﾅｽ室」

ハス！

＊ﾔﾏｱｼﾞｻｲの１品種 美！

＊甘い香りが！
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＊食虫植物！

＊ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ原産！葉の粘液をｼｬﾝﾌﾟｰに！

＊ｵｰｽﾄﾗﾘｱの熱帯性のｽｲﾚﾝです！

正

門

＊唇から花！

北
泉
門

観覧温室

ハナイカダ
（植物生態園）

＊アリ植物！

＊ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙﾂﾘｰ！

カルミア
＊雄しべはどこに格納！？

ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ

ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ
ｱﾈﾓﾈ

＊ホヤ属最大級の花！

ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ

ﾊﾅｲｶﾀﾞ ２１
ｵｵﾊﾞｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ ８
シライトソウ ３
ヤグルマソウ ５
モチツツジ ５
ニシキウツギ ６
マルバウツギ 1,18
コヤスノキ ８
ムサシアブミ ２０
ヤマボウシ ３，１３
ツクバネ花！ 5,20
ｵｵﾊﾞｱｻｶﾞﾗ １２
エゴノキ ７
ガクウツギ ７
トチノキ １９，２１
ズイナ ２１

イチョウ
の雌花ｱｯﾌﾟで観察！雌花

ﾙﾘｶﾗｸｻ
（ﾈﾓﾌｨﾗ）

ベニバナトチノキ

四季彩の丘

ﾊﾅﾋﾞｼｿｳ
ﾊﾅｽｽﾞｼﾛ

＊桐の葉に似る緋色の花！緋桐！

ｷｿｹｲ

＊貴船ゆかり！
絶滅危惧種！

ハマナス

ｴｷｳﾑ
・ｳｨﾙﾄﾞﾌﾟﾚｯﾃｨ

ダイアンサス

ﾋﾏﾗﾔの青いｹｼ！
（ﾒｺﾉﾌﾟｼｽ・ﾍﾞﾄﾆｷﾌｫﾘｱ）
（温室：高山室）

＊ﾋﾏﾗﾔの青いｹｼ

ヤマボウシ
（植物生態園）

エキウム！

カルミア

バラ～！

ｵｵﾊﾞｵｵﾔﾏﾚﾝｹﾞ！
トウオガタマ

清流の妖精
バイカモ！

＊京都府では絶滅・・

ムギセンノウ
＊地中海沿岸地域原産！
現地では畑の雑草！？

（ﾜｲﾙﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 他）

ﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽ
（温室：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ室）

ｵｵﾊﾞｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ
（植物生態園）

アンネのバラ！美！

ｵｵﾊﾞｵｵﾔﾏﾚﾝｹﾞ

＊中国原産！

＊地面から湧きでる金の蓮！

＊ウツボｸﾞｻの仲間！

＊アルプス三名花！

ﾌﾞﾙｸﾞﾏﾝｼｱ・ﾍﾞﾙｼｺﾛﾙ
＊ｷﾀﾞﾁﾁｮｳｾﾝｱｻｶﾞｵ
（温室：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ室）

ﾃﾞﾙﾌｨﾆｭｳﾑ

ｱﾘｳﾑ・ｷﾞｶﾞﾝﾁｳﾑ
ハナアオイ
ﾍﾟﾗﾙｺﾞﾆｳﾑ

トビカズラ


