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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。
「第１７回 富貴蘭展」

「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
～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

植物画展 作品 募集中！

「名誉園長さんときまぐれ散歩」
６月１６日(日） いつものように爽やかガイド！
植物園会館前集合：午後２時スタート！
「技術課長のほっこりガイド」
何処を歩くかはお楽しみ！

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」技術課職員が植物解説！
毎週土曜日は・・・
植物園会館前集合：午後１時スタート！

「水曜ミニガイド」 植物園認定ｶﾞｲﾄがご案内！
毎週水曜日は・・・
植物園会館前集合：午後１時スタート！

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！

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！

※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。

「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。
期間：７月１９日（金）から２８日（日）
会場：植物園会館 １階 展示室
※亜熱帯植物素材を用いた布・ストールなどを展示！

◆７/２０（土）講演会 植物園会館 2F 研修室
「植物繊維織物の美しさをまとう」
＊ピーニャ、アバカなどの植物繊維の特性を活かした生地紹介etc

◆亜熱帯植物染織展関連 講習会
講師：中嶋恵子氏（沖縄植物繊維研究会）
２５日 （木） 「植物の葉や茎の形を写し取って染めてみよう」
※染色：手ぬぐい、トートバック1500円、Tシャツ3000円
２６日 （金） 「壁飾りを織ってみよう」
※織物：1500円
＊両日とも植物園会館２F研修室 13時半から

【植物画展 9/13 ～ 9/22】
募集の詳細はコチラ

スマホdeガイド

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３回 亜熱帯植物染織展」

「第８回 観 蓮 会」7/5(金)～7/7(日)

７月２８日（日）

Since1924

植物園ＨＰ！

「第２８回 食虫植物展」
期間：７月１９日（金）から８月４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！
◆７／２１（日）講演会 植物園会館 2F 研修室
「なぜ・どうして食虫植物・動く目的・仕組み」
講師：伊藤 嘉規氏
◆７／２３～８／４ 食虫植物観察会
観覧温室 特別展示室 毎日11時から
＊小学生以下を対象にした観察会 約30分

「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

６月は‘タチバナ’！ 花は5月に終わり・・
松谷名誉園長が、紫式部の心情を解説

「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！～
① ７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

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

ワイルドガーデン
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テッセン
(ｸﾚﾏﾁｽ・ﾌﾛﾘﾀﾞ)
（中国植物園）

キブネダイオウ
＊地味ですが絶滅寸前種・・

イブキジャコウソウ
ヤエヤマボウシ
ユッカ・ロストラタ

四季彩の丘
タイサンボク ！
（植物園会館前）

清流の妖精
バイカモ ﾁﾗﾎﾗ・・

ベニコウホネ
ﾁﾖｳｷﾝﾚﾝ ＊地湧金蓮・・
ヘメロカリス

北山門

賀茂川門

＊まもなく開花！！

ノハナショウブ
（はなしょうぶ園）

アルストロメリア
シベナガムラサキ
タチアオイ
ガーベラ
ヒルザキツキミソウ

N

テンニンギク

ジキタリス
ムギワラギク
スイートピー
ハナアオイ
ダイアンサス

ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ

イトバハルシャギク
キリンソウ
コウモリガサソウ
「昼夜逆転室」 夜咲き植物etc・・
「高山室」

ハス！
ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ
ｱﾈﾓﾈ
連理の枝
＊ここで永遠の愛を誓う！

キョウチクトウ

生態園

メコノプシス・ベトニキフォリア
＊ヒマラヤの青いケシ！

ｵｵﾊﾞｵｵﾔﾏﾚﾝｹﾞ
ハナショウブ
アジサイ

ヤンギラン
「砂漠サバンナ室」 まるで別世界！

ｷｿｳﾃﾝｶﾞｲ ＊ナミブ砂漠の珍奇植物！
キンシャチ＊サボテン！ 日本初導入個体！
アリアカシア
ウンカリナ

「ﾗﾝ・ｱﾅﾅｽ室」

観覧温室

＊比較観察！

ﾊﾅﾋﾞｼｿｳ

＊ﾔﾏｱｼﾞｻｲの１品種 美！

ﾎﾔ・ｲﾝﾍﾟﾘｱﾘｽ

「冷 房 室」 が面白い！

ハナショウブ

オサ・プルクラ
ヒマラヤ
ヤマボウシ

入口

ダイアンサス
キンギョソウ

ジニア
カンナ

ヒギリ ＊緋桐・・

正 門

ﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽ

バラ！
クレマチス！

ムギセンノウ

ウツボカズラ
カラテア・ﾌﾞﾙﾚｰﾏﾙｸｼｰ

クロタネソウ

ヤマアジサイ
（あじさい園）

ホタルブクロ
（植物生態園）

北泉門

アリストロキア・ギガンテア
ウシノシタ
ﾒﾃﾞｨﾆﾗ・ﾏｸﾞﾆﾌｨｶ
ジャカランダ
フトモモ 果実！
ゴレンシ 花！

アナナス etc・・
ヒメアリアケカズラ

ﾀﾃﾔﾏｳﾂﾎﾞｸﾞｻ １
タカネナデシコ １
ホタルブクロ １
ヤマホタルブクロ １

ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ
の翼果が美！

ハナイカダ ２１
ヤマボウシ １３
ﾔﾏｱｼﾞｻｲ ‘美方八重’ 12
ノカンゾウ １，１７
ヤマアジサイ 4,7
キョウガノコ １２
ｵｵﾊﾞｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ ８
イワガラミ ８

アリウム・ギガンテウム
ペチュニア、カーネーション
ダイアンサス、ガイラルディア
etc・・

ホウガンノキ 花！果実！
ヘリコニア etc・・
ﾍﾘｺﾆｱ・ﾏﾘｴ
※どこが花？観察！
（温室：ジャングル室）

ホウガンノキ
（温室： ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ室）

ノカンゾウ
（植物生態園）

幻のヤマアジサイ
‘シチダンカ’！
（あじさい園）

丹後ﾅﾃﾞｼｺﾔﾏｱｼﾞｻｲ！
（あじさい園）

ヤマアジサイ
（あじさい園・生態園）

