
「第５９回 朝顔展」 ～植物展示場～
毎日鉢入替え 延べ１０００鉢展示！

期間 ： ７／２７（金）～７／３１（火）７時～１２時
◆７／２８（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１４回 園内植物採集会」
～植物標本を作ろう！～

日 時：７月２２日（日）
・午前の部10時～12時 ／午後の部13時～15時

内 容：野草を対象に採集方法や保存の方法学ぶ。
対 象：小中学生・親子 事前申込 各部１５組

※往復はがきで、住所、氏名、学校名、学年
連絡先、希望時間を明記し申込。

※７/１３必着。詳細はホームページで・・・

夏休みクラフトアート教室 募集中！！
7/24～7/26 開催！ ６つのクラフトコースあり！
※シャドーボックス、フラワーポットなどコース色々・・

事前申込、要材料費・・ 詳細は植物園ホームページで！

「第７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（土）から7月２３日（月）

★２１日：金子元園長の蓮ガイド
★２２日：栽培担当職員の蓮ガイド＋碧筒杯体験
★２３日：栽培担当職員の蓮ガイド＋折り花体験

※８時～８時４５分（受付7:45） 於）四季彩の丘

「第２回 私の好きな木」
日時：７月１５日（日） 9時半～12時40分

会場：植物園会館２階 研修室
概要：1年間通じ１本の木を観察！(全6回＊当日参加可。)

「第１９回 盆栽何でも相談会」
日時：７月８日（日） 9時～１５時

会場：植物園会館１階 展示室
概要：盆栽の栽培管理についての相談（持ち込み可）

「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！

副園長の園内ガイド」
７月２２日（日）

植物園会館前集合：午後２時スタート！

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。
※７月２１日（土）から夏の早朝開園！７時半開園！ 7/27～7/31は朝顔展！７時開園！

★「まゆまろラジオ体操！」７／２７（金）～２９（日）７：４５～８：１０
大芝生地に集合！！ まゆまろと記念撮影！

「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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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！

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！

名誉園長以上に気まぐれに歩きます・・

「なからぎの森」北東に

ムクノキとモミが融合した「連理の枝」あり。

この樹の下で愛を誓い半木神社にご報告すると

その愛は永遠のものになるという・植物園に伝わる・・

「天にあっては比翼の鳥となり、地にあっては連理の枝とならん」

玄宗皇帝が最愛の楊貴妃に語ったと詠われている・・

「第７回 むしの目展」
期間：７月２０日（金）から２９日（日）
会場：植物園会館1階展示室 ※虫が見る花の色や姿は!?

※7/2１(土) むしの目講演会 会館２Ｆ研修室 １時半～
「ニホンミツバチの不思議な生態」京都学園大 坂本名誉教授

「第２７回 食虫植物展」
期間：７月２０日（金）から８月５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！
※７／２２（日）食虫植物講習会

植物園会館2F 研修室 13時半～

夏の子ども写生大会 募集中！！
７／２９（日）8時～11時 開催！

★京都彫刻家協会会員が指導します！
※事前申込 〆切 7/20 詳細は植物園ホームページで！

「たねぢから講習会 小学生以上」
～タネを使った「えんぴつ立て」作り～

日時：８月３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！
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ﾀｲﾜﾝﾌﾀﾘｼｽﾞｶ
チユウキンレン

ハンゲショウ

ベニコウホネ
ノウゼンカズラ
ダリア、ヘメロカリス
ウイキョウ

ペニセツム
ブッドレア
イトバハルシャギク
ハス：彩丘内大鉢展示

ホソバヒャクニチソウ
トケイソウ
ダリア
ビロードモウズイカ
ルリトラノオ
ムラサキバレンギク
ヒマワリ
ルドベキア
キキョウ
アルストロメリア
ノラニンジン

ｽｲﾚﾝ!
ガガブタ

サガリバナ、ゲッカビジン
ヤコウボク

ダーリングトニア
ナツエビネ
アスチベル・ルブラ

プルメリア
パキポディウム・ラメ－レイ

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ！
トリカウダタ！ アルボレア！

ﾌﾞﾙﾎﾞﾌｨﾙﾑ・ﾏｸﾛﾌﾞﾙﾌﾞﾑ

パラミツ
トゲバンレイシ、カカオ、バナナ
ツンベルギア・マイソレンシス
イクソラ・フケリ
ホウガンノキ

ﾆﾝﾌｧｴｱ・ｶﾙﾍﾟﾝﾀﾘｱ

ヘリコニア・マリエ

ヘリコニア・ロストラタ
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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」

パイナップルだ～
ｸﾚｽｹﾝﾃｨｱ・ｱﾗﾀ

ﾃﾞｨﾓﾙﾌｫﾙｷｽ・ﾛｳｲｰ

ｿｰｾｰｼﾞﾉｷ

「ﾗﾝ・ｱﾅﾅｽ室」

ハス！

＊ﾔﾏｱｼﾞｻｲの１品種 美！

賀
茂
川
門

＊食虫植物！

＊ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ原産！トゲトゲ樹木で上に白花！

＊ｵｰｽﾄﾗﾘｱの熱帯性のｽｲﾚﾝです！

正

門

観覧温室

ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ
ｱﾈﾓﾈ

ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ

ﾊﾅｲｶﾀﾞ ２１
ｴｿﾞｶﾜﾗﾅﾃﾞｼｺ 6，16
カワラナデシコ 6 , 8
ｵｵｺﾞﾝｵﾆﾕﾘ ６

ヤマユリ ９
ハンゲショウ １２
エゾミソハギ １４
ﾅﾂﾉﾀﾑﾗｿｳ １

トウギボウシ 8,9,21
ネムノキ 14,16
キキョウ １，８，１２
トビシマカンゾウ ３

キキョウ 1 , 8 , 12

四季彩の丘

ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ
の翼果が美！バラ！

サガリバナ

＊地面から湧きでる金の蓮！

ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｻﾙﾋﾞｱ

アジサイ！

アガパンサス

北
山
門

＊ｱﾘｽﾄﾛｷｱ 奇妙な３兄弟！

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ
・トリカウダタ
（温室：冷房室）

ﾍﾘｺﾆｱ・ﾛｽﾄﾗﾀ
（温室：ジャングル室）

グンネラ
＊ｺｳﾓﾘｶﾞｻｿｳ

ﾆｭｰﾄﾝのリンゴ！

ザクロ

終盤 ﾗｽﾄ・・

ムラサキバレンギク
（ﾜｲﾙﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ

四季彩の丘）

＊佐渡、飛島に分布・・

トレニア
ﾍﾞｺﾞﾆｱ

＊運が良ければ・・

世界最大の果実！

連理の枝

＊府絶滅寸前種・・

トケイソウ

ハンゲショウ
（四季彩の丘
・植物生態園）

＊半夏生・・半化粧・・

＊国内唯一開花！ ﾆｭｰｷﾞﾆｱ原産のﾗﾝ

＊幹から直接花が！幹生花！

大賀蓮！
（あじさい園）
＊2000年の眠り

から覚めた古代蓮！

カワラナデシコ
＊秋の七草・・

＊なるほど・・

幻のアジサイ
オタクサ！

ガガブタ
（四季彩の丘）

ﾚﾓﾝﾏﾘ-ｺﾞｰﾙﾄﾞ
マートル
＊ギンバイカ！

タイタンビカス！
ブルグマンシア

ハス！

北
泉
門

ﾌﾞﾙｸﾞﾏﾝｼｱ

ｸﾘﾇﾑ・ﾏｺﾜﾆｰ

＊香りを楽しんで！

ﾍﾘｺﾆｱ・ﾏﾘｴ
（温室：ジャングル室）

＊まさにキャノンボールツリー！

＊ﾎﾞﾙﾈｵ原産。
2色の花を咲かすラン

＊府準絶滅危惧種・・

キキョウ

＊７月ですが秋の七草・・

イジュ
＊ﾋﾒﾂﾊﾞｷの仲間・・

＊対馬固有種・・

＊ﾌｪﾝﾈﾙ！スパイスとして利用！

フウラン ルドベキア
ハナトラノオ、クレオメ
ﾍﾟﾗﾙｺﾞﾆｳﾑ、ﾍﾟﾁｭﾆｱ
カンナ、ﾑﾗｻｷﾊﾞﾚﾝｷﾞｸ

ヒマワリ！
ｻﾙﾋﾞｱ・ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ
‘ﾎﾞﾝﾌｧｲｱｰ’

ヤマユリ

＊府では絶滅種・・


