
「第６０回 朝顔展」於）植物展示場

毎日鉢入替え 延べ１０００鉢展示！

期間 ： ８／２（金）～８／６（火）７時～１２時

◆８／３（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！

「たねぢから講習会 中学生以下」
～タネを使った「お家のちょきん箱」づくり～

日時：８月２日（金）13:30～15:00
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。〆切7/26
FAX： 075-701-0142                
MAIL：a-tanaka56@pref.kyoto.lg.jp

＊オフィシャルパートナーのタキイ種苗さんと共催です！

「 園内植物採集会」
～植物標本を作ろう！～

日 時：７月２１日（日）
・午前の部10時～12時 ・午後の部13時～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。

「第３回 亜熱帯植物染織展」
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

「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

７月は‘ベニバナ’！ 花は6月が見頃でした・・

松谷名誉園長が、紫式部の心情を解説

※７月２６日（金）から夏の早朝開園！７時半開園！ 8/2 ～ 8/6は朝顔展！７時開園！

★「まゆまろラジオ体操！」７／２６（金）～２８（日）７：４５～８：１０ 大芝生地に集合！！

「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 

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

３２０号
２０１９

７. １２

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

何処を歩くかはお楽しみ！

申し込みの詳細はコチラ

２５日 （木） 「植物の葉や茎の形を写し取って染めてみよう」

２６日 （金） 「壁飾りを織ってみよう」

講師：中嶋恵子氏（沖縄植物繊維研究会）

※染色：手ぬぐい、トートバック1500円、Tシャツ3000円

　　　※織物：1500円

◆亜熱帯植物染織展関連 講習会

＊両日とも植物園会館２F研修室　13時半から

「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、サラセニア

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

「第３回 帰化植物展」
期間：８月２日（金）から１１日（日）
会場：植物園会館 １階 展示室
概要：帰化植物の写真・解説パネル、標本の展示！

◆「帰化植物観察会」

8/４（日）１３時半から 植物園会館2F 研修室 講義の後は外へ！



アルストロメリア
イトバハルシャギク
ルリトラノオ
トケイソウ
ルリタマアザミ
ハマナデシコ
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ブットレア
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リリウム（カサブランカ）
ゴボウの花！
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ｶﾞｸｱｼﾞｻｲ‘オタクサ’

ヤマユリ
ベニコウホネ
ミズキンバイ
ハンゲショウ
賀茂ﾅｽ 、ｽﾞｯｷｰﾆ etc・
ガガブタ
スイレン
ソープワート
タンジー
ブットレア
ユーコミス
トウゴマ、ｷﾊﾞﾅﾂﾉｺﾞﾏ

リリウム・ネパレンセ
ヒマラヤの青いケシ！

ｱﾌﾘｶﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞ
ｷｿｳﾃﾝｶﾞｲ
サンセベリア 花！

アリストロキア・アルボレア
ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ
ｱﾘｽﾄﾛｷｱ･ﾄﾘｶｳﾀﾞﾀ
ウシノシタ
カカオ 花！
トゲバンレイシ 果実！花！
ﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ・ﾏｲｿﾚﾝｼｽ
ヒギリ ＊緋桐・・

イクソラ
フウリンブッソウゲ

タッカ・シャントリエリ

八重咲き ショウジョウトラノオ

ヘリコニア etc・・

週刊見頃情報
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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」

ﾛｰｿｸﾉｷ 果実！

ｸﾞﾛｯﾊﾞ・ｼｮﾝﾊﾞｰｷｰ
ｽﾀﾝﾎﾍﾟｱ・ﾁｸﾞﾘﾅ

ラン etc・・

「ﾗﾝ・ｱﾅﾅｽ室」

ハス！

＊ﾔﾏｱｼﾞｻｲの１品種 美！

＊ナミブ砂漠の珍奇植物！ 観覧温室
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ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ
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連理の枝

＊絶滅危惧種

四季彩の丘

＊ここで永遠の愛を誓う！

＊次はいつ咲く！？

ワタナベソウ １
スズカケソウ １２

ヤマユリ ９
ハンゲショウ １２
サクユリ １５
キキョウ １２
ハナイカダ ２１
エゾミソハギ １４
ヤブカンゾウ １

オウゴンオニユリ 14
オオハンゲ ４，８
フウラン ９
トビシマカンゾウ ６

ｴｿﾞｶﾜﾗﾅﾃﾞｼｺ 3,16
カワラナデシコ 7,14
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夜咲き植物
ﾌﾞﾙｸﾞﾏﾝｼｱ、ﾕｳｽｹﾞetc・・

ポポー
＊実っています！

ルドベキア 、 カンナ
ペチュニア 、 ﾑﾗｻｷﾊﾞﾚﾝｷﾞｸ
クレオメ、ガイラルディア

etc・・

＊おタキさ～んが名の由来

＊地湧金蓮・・

キョウチクトウ

ジニア
カンナ
ﾁｮｳｾﾝｱｻｶﾞｵ

ミツバハマゴウ

アジサイ・ノリウツギ・ハス
（あじさい園）

ハンゲショウ
（四季彩の丘
・植物生態園）

ハス！！

正
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キキョウ
（生態園
・ﾜｲﾙﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ）

＊秋の七草・・

＊まさにデビルフラワー！！

チヨウキンレンハス！！

ネペンテス！でかい！
（温室：ジャングル室）

＊メキシコに自生する着生ラン！

＊なかなか珍しい花です！

＊府絶滅寸前種

タチアオイ

タイタンビカス

リンゴ！！

＊古くに中国から渡来・・3倍体・・

フウラン

ハナイカダ
（植物生態園）

ウケユリ

＊ｱﾘｽﾄﾛｷｱそろい踏み！

ｱﾌﾘｶﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞ
（温室：砂漠ｻﾊﾞﾝﾅ室）

＊７/8今年初開花！

タイサンボク

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｱﾙﾎﾞﾚｱｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ﾄﾘｶｳﾀﾞﾀ
（温室：冷房室）

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ
・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ

ｵｵﾃﾝﾆﾝｷﾞｸ
パパイヤ

ソテツ♂花！

ムクゲ

巨椋斑（ﾊｽ池）
＊朱の斑入りが美！

ガガブタ
＊今や幻になりつつ・・

（四季彩の丘）

ウケユリ
（植物生態園：南）

＊奄美の固有種・・幻の白ユリ・・

オオハンゲ
＊府準絶滅危惧種

（植物生態園）

ヤマユリ
（植物生態園
・絶滅危惧種園）


