
「第８回 観 蓮 会」7/5(金)～7/7(日)
～蓮を楽しむ３日間：蓮茶、碧筒杯体験など～

★５日：金子元園長の蓮ガイド

★６日：栽培担当職員の蓮ガイド＋碧筒杯体験

★７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５回 斑入り植物展」
期間：６月７日（金）から６月９日（日）

会場：植物園会館 １F展示室 ※販売有。
★ギボウシやナルコユリなど斑入り植物 約１５０点 展示！

「第１０回 夏の洋ラン展」
期間：５月３０日（木）から６月３日（月）
会場：観覧温室 特別展示室

◆植替実演会：5/30(木),31(金),6/1(土),3(月)13時半～
※観覧温室 特別展示室 定員２０名

◆講演会 6/1(土)13時半～
「ランの花の形態」 戸部植物園長

◆フラワーデザイン教室：6/2(日)10時半～, 13時半～
※観覧温室 特別展示室 定員１５名 材料費500円

「第５６回 さ つ き展」
期間： ５月２３日（木）から５月２６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。
◆５／２６（日）サツキ講習会

植物園会館２階研修室13時半～15時

「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

５月は‘カワラナデシコ’！ 花はまだ・・

松谷名誉園長が、紫式部の心情を解説

「名誉園長さんときまぐれ散歩」
６月１６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。

初夏のものづくりガーデン＆ミュージックガーデン！ 6月1日(土) ～ 6月2日(日)
＊北山門広場に手作り品が並ぶ！

「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・・ 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・・

「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！

「技術課長のほっこりガイド」
７月２８日（日）

植物園会館前集合：午後２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

何処を歩くかはお楽しみ！

植物画展 作品 募集中！
【植物画展 9/13 ～ 9/22】

募集の詳細はコチラ

「第2７回 ウチョウラン展」
期間 ： ６月１４日（金）から６月１６日（日）
会場 ： 植物園会館1階 展示室

◆６／1６（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

いつものように爽やかガイド！

「第１７回 富貴蘭展」
期間：７月５日（金）～7月７日（日）
会場：植物園会館１階展示室
概要： 富貴蘭約200点を展示。即売有。
◆７／７（日）富貴蘭の育て方講習会

植物園会館2階研修室 13時半～15時

「第２回 私の好きな木」
日時：７月１４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。
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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」

アナナス etc・・
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＊サボテン！ 日本初導入個体！ 観覧温室
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連理の枝

バラ！
クレマチス！

四季彩の丘

＊ここで永遠の愛を誓う！

＊ナミブ砂漠の珍奇植物！
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＊でかい！臭い！

＊クレマチス・フロリダ
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＊カナリア諸島原産
宝石の塔！

アンネのバラ！

ハナイカダ ♀
（植物生態園 ）

＊地味ですが絶滅寸前種・・

ネモフィラ
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（温室：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ室）

まさに ブラシノキ！

＊2014日本初開花！
世界的に希少！

ハナショウブ

＊アルプス３名花！


