
「芦生：いのち様々」写真展
期間：8月23日(金)～ 31日(土)
会場：植物園会館２階 多目的室

◆8/25（日） 写真展関連講演会
芦生生物相保全プロジェクト公開成果報告会
「まもりたい！芦生の自然と希少植物たち」
※13時半から 植物園会館２Ｆ研修室

「第５８回 植物学習相談会」
日時：8月１７日(土)９時～1６時（昼１ｈ休み）
会場：植物園会館２階 研修室

～ 植物標本の仕上げ方や植物同定、様々な相談 ～

「アートボトル講習会 初心者コースです」
日時：８月８日（木）13:30～15:30
会場：植物園会館2階多目的室

※参加費3000円程度、往復ハガキで申し込み。〆切 ８／３

「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！

◆「帰化植物の解説と観察会」
・8/４（日）１３時半から

植物園会館2F 研修室 講義の後は外へ！

「第６０回 朝顔展」
期間：８／２（金）～８／６（火）７時～１２時
会場：植物展示場
＊毎日鉢入替え 延べ１０００鉢展示！

◆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変化朝顔などじっくり解説・観察！

「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！

「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’！ 花は終わりました・・

松谷名誉園長が、紫式部の心情を解説

※夏の早朝開園！7/26 （金）から8/18（日）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）

３２２号
２０１９

７. ２６

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！

「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！
◆７／２３～８／４ 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

フラワーデザイン体験教室 募集中！！
８月１日（木）13時半～15時開催！

テーマは「夏の思い出」
貝殻や多肉植物、ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ等を使ったアレンジメント！
往復ﾊｶﾞｷで申込、材料費1,500円 詳細は植物園HPで！

「バラ剪定講習会 」～秋の彩りに向けて夏季剪定！！～

日時：８月２４日（土）１３時半～1５時

会場：植物園会館２階 研修室 及びバラ園

講師：日本ばら会京都部会会員

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）

　　　※織物：1500円

◆亜熱帯植物染織展関連 講習会

＊植物園会館２F研修室　13時半から
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「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」

ﾈｵﾚｹﾞﾘｱ(ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ科)

ﾃﾞｨﾓﾙﾌｫﾙｷｽ・ﾛｳｨ

アングロア

「食虫植物展」！

「ﾗﾝ・ｱﾅﾅｽ室」

ハス！

＊ナミブ砂漠の珍奇植物！ 観覧温室
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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！？

レンゲショウマ １
スズカケソウ １２

ｷﾚﾝｹﾞｼｮｳﾏ １
ソバナ １
ハクサンシャジン １
ヤマユリ ８

キキョウ ６，１２

エゾミソハギ １４
ヒオウギ ６
オニユリ ６，１２
オウゴンオニユリ ６
カリガネソウ １０
キハギ ２１

ｵｵｷﾂﾈﾉｶﾐｿﾘ ６
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夜咲き植物
ｹﾞｯｶﾋﾞｼﾞﾝ、ｻｶﾞﾘﾊﾞﾅetc・・

ポポー
＊実っています！

ルドベキア 、 カンナ
ムラサキバレンギク
ベゴニア、ガイラルディア

etc・・

＊丸いアザミのような花

＊地湧金蓮・・
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カンナ
ﾁｮｳｾﾝｱｻｶﾞｵ

ハス・ﾊﾝｹﾞｼｮｳ 終盤・・・
（あじさい園）

ハス終盤・・
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チヨウキンレンハス！！

トーチジンジャー
（温室：ジャングル室）

＊ゆりかごで眠る赤ちゃん！

＊なかなか珍しい花です！

＊府絶滅寸前種

タチアオイ
カンナ

ブルグマンシア
タイタンビカス

リンゴ！

ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ球果

＊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！
ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｱﾙﾎﾞﾚｱ

ｵｵﾃﾝﾆﾝｷﾞｸ
パパイヤ

ヒマワリ品種ｲﾛｲﾛ

ソテツ♂花！

ムクゲ

ガガブタ
＊今や幻になりつつ・・

（四季彩の丘）

キキョウ
（植物生態園他）

レンゲショウマ
（植物生態園）

ヒオウギ

（植物生態園）
＊祇園祭で厄除けに！

モミジアオイ
（四季彩の丘）

カリガネソウ
花姿は可愛いが臭い・・

（植物生態園）

夏はムクゲ！

サルスベリ

ムクゲ

＊真ん中から小さな花が・・

＊黄花と赤花の咲分け 必見！

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸな夏花壇！

ヒマワリ！

＊グロテスクな赤実・・

ヤマユリ
（植物生態園）

＊サボテン！ 日本初導入個体！

食虫植物展！

クレオメ、ﾉｹﾞｲﾄｳ！


