
「第１回 高山植物展」
期間：５月９日（木）から５月１３日（月）
会場：観覧温室特別展示室 販売有り。

◆講演会 「家庭でできる野生植物の栽培と魅力」
・5/11（土）13時半～ 植物園会館 2F 研修室

講師 森 和男氏（東アジア野生植物研究会 主宰）

「第２４回 イワチドリ と 小町蘭展」
期間：５月４日（土祝）から ５月５日（日祝）

会場：植物園会館展示室 販売有り。

「第４０回 エ ビ ネ展」
期間：４月２９日（月祝）から５月３日（金祝）
会場：植物園会館１階 展示室
概要：エビネ類約２００点展示。販売有り。

◆エビネ講習会
・4/29(月祝) 13時半から 植物園会館２Ｆ研修室

「古典の日絵巻 スタンプラリー！」
～ 源氏物語ゆかりの植物を毎月観察しよう～

※スタンプは 植物園会館１Fロビーで

4月は‘ヤマブキ（山吹）’！
松谷名誉園長が、紫式部の心情を解説

「第２８回 フクシア展」
期間：４月１９日（金）から５月５日（日祝）
会場：観覧温室内
概要：フクシア約２００品種、約２５０鉢展示。

◆フクシア講習会
日時：4/28(日)13時半から植物園会館２Ｆ研修室

「家庭で楽しむフクシアの育て方」

「第５８回 山草野草展」
期間：４月２９日（月祝）から５月５日（日祝）
会場：植物展示場 山草野草 約５００点展示。販売有り。

◆山草野草講習会 「タイモンジソウの植え替え」
・5/3（金祝）13時半～ 植物園会館 2F 研修室

「バラ栽培講習会」
日時：４月２０日（土）13時半～ （参加費200円）
会場：植物園会館2F研修室 講師:日本ばら会京都部会

「第８回 サトザクラ展」
期間：４月１９日（金）から４月２２日（月）
会場：植物園会館１階 展示室

◆桜 講演会 「京都府立植物園の多様な桜」

・４／２１（日）植物園会館 ２F 研修室 １３時半～

解説：植物園 樹木係 中井樹木医

「名誉園長さんときまぐれ散歩」
４月２１日(日）

植物園会館前集合：午後２時スタート！

春の植物園フェスタ！ 5/2～5/4手作り品市！ 5/3～5/4園芸市！ 5/5～5/6くすのきマルシェ（地域産品 PR）！

「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 

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

３０８号
２０１９

４. １９

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がご案内！

植物園ＨＰ！

技術課職員が植物解説！

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『スマホdeガイド』を作

成！ ‘おすすめ樹木めぐり’‘お

すすめエリアガイド’‘週刊見頃情

報’をスマホで確認し、植物観察！

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！

スマホdeガイド

いつものように爽やか解説！

技術課職員がサクラ案内！

4月19日 （金） １３時～

4月20日 （土） １３時～ １７時～

4月21日 （日） １７時～

＊約1時間 桜ガイド！

「朝顔講習会 全3回シリーズ」
講習日：5/4(土) ・6/8(土)・6/29(土) 13時半～
会 場：植物園会館 2F 研修室
※申込：4/27〆切 材料費 500円（初回のみ）

往復はがきで申込。住所、氏名、連絡先 記載

「お花の壁掛け 体験教室」
期間：５月２５日（土）13時半～
会場：植物園会館 ２Ｆ 研修室

※先着３５名、材料費１５００円
※ハガキ or FAX:075-701-0142  or

メール a-tanaka56@pref.kyoto.lg.jp で申込。
～オフィシャルパートナーの タキイ種苗さんと 共催です！～

「第2６回 長生蘭展」
期間 ： 5月１０日（金）から 5月１２日（日）
会場 ： 植物園会館1階 展示室

◆講習会 「長生蘭の育て方」
・5/12（日）13時半～ 植物園会館 2F 研修室
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