
「園長・副園長と季節を歩く」「園長・副園長と季節を歩く」「園長・副園長と季節を歩く」「園長・副園長と季節を歩く」

１１月１０日(日）

植物園会館前集合：午後１時、定員30名

週刊植物園
（毎週金曜日発行）
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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/

・今週の行事予定と見所案内です。※休園日は、年末年始（12/28～1/4）だけです。
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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！ 大人大人大人大人1000100010001000円円円円 高校生高校生高校生高校生750750750750円円円円

・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。

「植物園ガイド」が植物案内！

～植物園が１０倍楽しくなります～～植物園が１０倍楽しくなります～～植物園が１０倍楽しくなります～～植物園が１０倍楽しくなります～

※ ガイドの条件

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。

④ 当面無料。

* 申込先：京都府立植物園 TEL  075-701-0141

園長ブログ スタート！！HPから・・・

「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」職員が植物ｶﾞｲﾄﾞ！

１１月９日(土）

植物園会館前集合：午後１時 先着３０名

第４第４第４第４7777回「菊回「菊回「菊回「菊 花花花花 展」展」展」展」

期間：10月20日（日）～11月15日（金）

会場：大芝生地 特設展示場

概要：大菊・小菊など 約４００鉢を展示

第２回「植第２回「植第２回「植第２回「植 物物物物 画画画画 展」展」展」展」

期間：11月7日（木）～11月12日（金）

会場：植物園会館１階展示室

概要：植物の絵を約9０作品展示

「オータム・イン・植物園「オータム・イン・植物園「オータム・イン・植物園「オータム・イン・植物園 2013201320132013」」」」

期間：11月23日(土・祝)～24日（日）

会場：大芝生地 ほか

概要：園内散策ツアー 紅葉・温室・花壇etc・

名誉園長散策ツアー

ﾐﾆSL乗車体験、植物クラフト体験 など

※当日入園料無料（観覧温室・駐車場は有料）

※「あすKyoﾌｪｽﾀ」同時開催！

作ろう！遊ぼう！知ろう！つながろう！

「菊花展関連「菊花展関連「菊花展関連「菊花展関連 講習会」講習会」講習会」講習会」

会期：11月9日(土) 1３時半から15時

※受付１３時から、先着６０名

会場：植物園会館２階研修室

概要：講演「嵯峨御所大覚寺と嵯峨菊」

「嵯峨菊の歴史とその周辺」

「大覚寺嵯峨菊の仕立て方」

第２２回「寒第２２回「寒第２２回「寒第２２回「寒 蘭蘭蘭蘭 展」展」展」展」

期間：11月15日（金）～11月17日（日）

会場：植物園会館１F展示室

概要：カンラン約120点などを展示
（即売会有）

第１回「苔・コケ・こけ第１回「苔・コケ・こけ第１回「苔・コケ・こけ第１回「苔・コケ・こけ 展」展」展」展」

期間：11月22日（金）～11月24日（日）

会場：植物園会館１階展示室

概要：苔の実物、造形、苔庭など展示

※苔庭でお点前を！500円：和服でご来席の方粗品進呈！

「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木 (第３回第３回第３回第３回)」」」」
11月16日（土）9時半～12時40分

（受付9時10分 2F研修室）

・園内で自分が選んだ１本の木を四季を通じ観察。

・全６回開催。 どなたでも参加可（途中参加OK）。

・初回のみ参加費500円。

「水車ってすごい！」「水車ってすごい！」「水車ってすごい！」「水車ってすごい！」

11月17日（日）13:15～14:30

・概要：園内の水車で仕組や働きを学習、

製粉実演 水車の唄

・対象：小学生１０名（保護者同伴可）

・申込：ﾒｰﾙ：k-b-g@bz01.plala.or.jp

FAX 075-701-0142

※住所、氏名、学校名、学年、連絡先を

明記し申込。（ﾋﾞﾆｰﾙ袋(小)持参）

◇「なからぎの森」水車前集合

「こけ展関連「こけ展関連「こけ展関連「こけ展関連 講演会」講演会」講演会」講演会」

会期：11月24日(日) 1３時半から15時

※受付１３時から、先着６０名

会場：植物園会館２階研修室

概要：講演「ｺｹはじめ」信州大学 大石善隆氏

「寒蘭展関連「寒蘭展関連「寒蘭展関連「寒蘭展関連 講習会」講習会」講習会」講習会」

会期：11月17日(日) 1３時半から15時

※受付１３時から、先着６０名

会場：植物園会館２階研修室

概要：「寒蘭の育て方」東洋蘭洛風会
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ﾄｳｶﾞﾗｼ各種

ノゲイトウ

トケイソウ、ルコウソウ

パパイヤ

ﾄﾚﾆｱ ﾊﾞｲﾛﾆｰ 、 クレオメ

コスモス！！

見頃の植物見頃の植物見頃の植物見頃の植物
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ヒキオコシ ９

ウメモドキ（実） ６

ススキ １４

イナカギク ９

ツワブキ ６

ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ １５

キクタニギク １４

フユイチゴ １１

カキノキ ９

四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺

バラ園
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キク(ﾄﾞｰﾑ菊)
ｻﾙﾋﾞｱﾚｳｶﾝｻ

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ、ｼﾞﾆｱ

ﾒﾗﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、カンナ
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秋バラまだまだ見頃！

正門花壇

生態園生態園生態園生態園

15

沈床花壇沈床花壇沈床花壇沈床花壇

＊＊＊＊AAS 2013 入賞！入賞！入賞！入賞！

【植物展示場】

○秋の山野草

○菊

＊＊＊＊FS 、、、、AAS   金賞！金賞！金賞！金賞！

水車

※※※※花壇にパパイヤ！？花壇にパパイヤ！？花壇にパパイヤ！？花壇にパパイヤ！？

ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ

ﾔｸｼﾏｽｽｷ

ﾚｵﾉﾃｨｽ

ﾚｵﾇﾙｽ

ﾊﾏｷﾞｸ

ﾂﾜﾌﾞｷ

ﾊﾟﾝﾊﾟｽｸﾞﾗｽ

＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！

食虫植物各種食虫植物各種食虫植物各種食虫植物各種

※※※※必見！西表島の必見！西表島の必見！西表島の必見！西表島の

希少植物希少植物希少植物希少植物

※※※※紅葉紅葉紅葉紅葉 穴場です・・穴場です・・穴場です・・穴場です・・

ﾋﾒｱﾘｱｹｶｽﾞﾗ

ﾀｶﾉﾊｽｽｷ

ﾏﾂﾑﾗｿｳ

ｿﾗｲﾛｱｻｶﾞｵｿﾗｲﾛｱｻｶﾞｵｿﾗｲﾛｱｻｶﾞｵｿﾗｲﾛｱｻｶﾞｵ

＊朝はブルーとピンク＊朝はブルーとピンク＊朝はブルーとピンク＊朝はブルーとピンク

の花が楽しめます・・の花が楽しめます・・の花が楽しめます・・の花が楽しめます・・
正門花壇ﾘﾆｭｰｱﾙ！正門花壇ﾘﾆｭｰｱﾙ！正門花壇ﾘﾆｭｰｱﾙ！正門花壇ﾘﾆｭｰｱﾙ！

※※※※可愛らしいカラフルな装い！可愛らしいカラフルな装い！可愛らしいカラフルな装い！可愛らしいカラフルな装い！

ﾌｲﾘﾀﾞﾝﾁｸ

※※※※ひときわ目立つ背の高さひときわ目立つ背の高さひときわ目立つ背の高さひときわ目立つ背の高さ

ﾌｲﾘﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ

ｲﾜﾀﾊﾞｺ類

ﾀﾁﾊﾅｱﾅﾅｽ

ｾﾝﾄﾎﾟｰﾘｱ

アケビやムベが実っています！アケビやムベが実っています！アケビやムベが実っています！アケビやムベが実っています！

名に名に名に名にし負はばし負はばし負はばし負はば

逢坂山の逢坂山の逢坂山の逢坂山のさねさねさねさねかずらかずらかずらかずら

人に知られで人に知られで人に知られで人に知られで くるよしもがくるよしもがくるよしもがくるよしもがなななな

サネカズラサネカズラサネカズラサネカズラ ＊赤く色づいてます！＊赤く色づいてます！＊赤く色づいてます！＊赤く色づいてます！

会館前花壇

ﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞ （実）（実）（実）（実）

＊一度味わいたい・・＊一度味わいたい・・＊一度味わいたい・・＊一度味わいたい・・

イチゴノキ

＊可憐な花と真っ赤果実＊可憐な花と真っ赤果実＊可憐な花と真っ赤果実＊可憐な花と真っ赤果実

のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・

＊茶花！チョコレートの香りが・・＊茶花！チョコレートの香りが・・＊茶花！チョコレートの香りが・・＊茶花！チョコレートの香りが・・

ｺﾏﾕﾐ、ﾆｼｷｷﾞ

ﾂﾘﾊﾞﾅ

サザンカ

タイサンボクタイサンボクタイサンボクタイサンボクのののの

赤い種子が顔をだしてます！赤い種子が顔をだしてます！赤い種子が顔をだしてます！赤い種子が顔をだしてます！

（植物園会館前）（植物園会館前）（植物園会館前）（植物園会館前）

菊花展開催中！

コブクザクラコブクザクラコブクザクラコブクザクラ

がﾁﾗﾎﾗ！！がﾁﾗﾎﾗ！！がﾁﾗﾎﾗ！！がﾁﾗﾎﾗ！！

＊胞子葉が＊胞子葉が＊胞子葉が＊胞子葉が

花のよう・・花のよう・・花のよう・・花のよう・・

ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ

イイギリ（実）

ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

＊可愛い白花から芳香！＊可愛い白花から芳香！＊可愛い白花から芳香！＊可愛い白花から芳香！

＊芝生から＊芝生から＊芝生から＊芝生から

可憐な花が可憐な花が可憐な花が可憐な花が ・・・・・・・・

タチバナタチバナタチバナタチバナ(実実実実)

イイギリ（実）イイギリ（実）イイギリ（実）イイギリ（実）

ｵｵﾂﾜﾌﾞｷｵｵﾂﾜﾌﾞｷｵｵﾂﾜﾌﾞｷｵｵﾂﾜﾌﾞｷ

＊京やさい！＊京やさい！＊京やさい！＊京やさい！

エノキの大木を朱く彩るエノキの大木を朱く彩るエノキの大木を朱く彩るエノキの大木を朱く彩る

「アメリカヅタ」「アメリカヅタ」「アメリカヅタ」「アメリカヅタ」！！！！！！！！

※※※※彩りの丘の北西を見上げて下さい！彩りの丘の北西を見上げて下さい！彩りの丘の北西を見上げて下さい！彩りの丘の北西を見上げて下さい！

＊ﾊﾅﾐｽﾞｷの紅葉と＊ﾊﾅﾐｽﾞｷの紅葉と＊ﾊﾅﾐｽﾞｷの紅葉と＊ﾊﾅﾐｽﾞｷの紅葉と

赤い実！赤い実！赤い実！赤い実！ｱｼﾞｻｲ園ほかｱｼﾞｻｲ園ほかｱｼﾞｻｲ園ほかｱｼﾞｻｲ園ほか

ｵﾝｼｼﾞｭｳﾑｵﾝｼｼﾞｭｳﾑｵﾝｼｼﾞｭｳﾑｵﾝｼｼﾞｭｳﾑ

ｼｬｰﾘｰﾍﾞｨﾋﾞｨ‘ｽｨｰﾄ･ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ’ｼｬｰﾘｰﾍﾞｨﾋﾞｨ‘ｽｨｰﾄ･ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ’ｼｬｰﾘｰﾍﾞｨﾋﾞｨ‘ｽｨｰﾄ･ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ’ｼｬｰﾘｰﾍﾞｨﾋﾞｨ‘ｽｨｰﾄ･ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ’

＊昼夜逆転！！＊昼夜逆転！！＊昼夜逆転！！＊昼夜逆転！！

熱帯性ハス熱帯性ハス熱帯性ハス熱帯性ハス

※※※※カツラカツラカツラカツラの樹のそばを通るとの樹のそばを通るとの樹のそばを通るとの樹のそばを通ると

わたわたわたわた菓子の様な甘い香りが・・菓子の様な甘い香りが・・菓子の様な甘い香りが・・菓子の様な甘い香りが・・

（賀茂川門付近ほか）（賀茂川門付近ほか）（賀茂川門付近ほか）（賀茂川門付近ほか）


