週刊植物園

３２５号 京都府立植物園
２０１９
８. １６

（毎週金曜日発行）

〒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/

※夏の早朝開園！7/26 （金）から8/18（日）７時半開園！
8/17（土）から8/25 （日）は18時半まで開園（入園は18時まで）！
「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 ～

「芦生：いのち様々」写真展

「第４回 水 草 展」
期間：８月３０日（金）から９月２２日（日）
会場：植物園会館前
※水生植物 約50種を展示。
深泥池の泥からの発芽試験状況展示なども・・

「京都の希少植物展」
＊府レッドリスト掲載種を中心に植物と解説パネル展示！

期間：８月３０日（金）から９月８日（日）
会場：植物園会館１階 展示室
～日本植物園協会、京都市動物園も連携展示！～

「副園長と園内散歩」
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！

スマホdeガイド
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。

＊ 井上あずみ ムーンライト LIVE！
「となりのトトロ」「君をのせて」etc ジブリｿﾝｸﾞ！
夜咲き植物！ 中秋の名月観賞！

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

８月２５日（日）
９月２２日（日）

第２７回 名月観賞の夕べ ！ 入園無料・駐車場600円
９月１３日（金）18時開園 21時閉園

植物園ＨＰ！

緑化・愛鳥ポスターコンクール 子供達の作品です！
8/24（土）～8/25（日）：植物園会館展示室

「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

「木を活かす 木を魅せる展示会」
～木口木版画と木のオルゴールの展示会です～
期間：９月３日（火）から９月８日（日）
会場：植物園会館２階 多目的室
※期間中毎日オルゴールミニコンサート ！
11時と14時から約30分間
素敵な音色をお聞かせします！
「夏休み折り紙教室 / 対象：小学生＋保護者」
日時：９月７日（土）９時～1２時
会場：植物園会館２階 研修室ほか
◆折紙でアート・・折り紙教室！ ＋ 温室ガイド！
※申し込み

TEL. FAX 075-791-8571（植物園協力会）

「第８回 植物画展」
日時：９月１３日（金）から９月２２日（日）
会場：植物園会館１階 展示室
※めっちゃ上手い ボタニカルアート 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

８月は‘ワレモコウ’！ 花は８月後半か・・・
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

週刊見頃情報

アケビ

２０１９．８．１６
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育ってます・・

ﾕｷﾐﾊﾞﾅ
ｽｽﾞﾑｼﾊﾞﾅ

（四季彩の丘）

（植物生態園）

ヒゴダイ
＊丸いアザミのような花
ｱﾈﾓﾈ・ﾄﾒﾝﾄｻ

トウテイラン！

オミナエシ

（植物生態園）

（四季彩の丘
植物生態園）

＊節が黒い！？

（植物生態園）
ムクゲ

ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ

「昼夜逆転室」 夜咲き植物
ｹﾞｯｶﾋﾞｼﾞﾝ、ｻｶﾞﾘﾊﾞﾅetc・・
「高山室」

ｻﾞｳｼｭﾈﾘｱ・ｶﾘﾌｫﾙﾆｶ
アスチルベ・ルブラ

タイタンビカス
モミジアオイ

フシグロセンノウ

北山門

賀茂川門

アザレアツバキ
ヒョウタン！
ヘビウリ
ハバネロ、伏見ﾄｳｶﾞﾗｼ
賀茂ﾅｽ 、ｽﾞｯｷｰﾆ etc・
ガガブタ ＊府絶滅寸前種
スイレン
ソープワート
タイタンビカス
ｱﾒﾘｶﾌﾖｳ・ﾓﾐｼﾞｱｵｲ
ｷﾊﾞﾅﾉﾂﾉｺﾞﾏ
オミナエシ

四季彩の丘

チヨウキンレン
＊地湧金蓮・・

ヤナギハナガサ
（ｻﾝｼﾞｬｸﾊﾞｰﾍﾞﾅ）
チョウセンアサガオ
ネコノヒゲ
ブットレア
ゴボウの実！

連理の枝

リンゴ！

生態園

ミツバハマゴウ
変化
アサガオ！

「ﾗﾝ・ｱﾅﾅｽ室」

ロウソクノキ 花！

観覧温室

＊オレンジ色の花・・

ﾃﾞｨﾓﾙﾌｫﾙｷｽ・ﾛｳｨ

「冷 房 室」 が面白い！

ﾌﾞﾙｸﾞﾏﾝｼｱ

ムクゲ

＊黄花と赤花の咲分け 必見！

食虫植物！
入口

ﾒｶﾞｽｹﾊﾟｽﾏ・ｴﾘｽﾛｸﾗﾐｽ

ジニア
ホウセンカ
ﾁｮｳｾﾝｱｻｶﾞｵ
カンナ

＊ベネズエラ原産

北泉門

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸな夏花壇！

カンレンボク！
（あじさい園）

正 門

パパイア
シークヮーサー！ 熱帯果樹etc

ヒマワリ！

ポポー
＊実っています！

ﾉｹﾞｲﾄｳ
ｱﾏﾗﾝｻｽ

レンゲショウマ １
ｷﾚﾝｹﾞｼｮｳﾏ １
ユキミバナ １
スズムシバナ ４
＊チラホラ・・

熱帯ｽｲﾚﾝ

ﾌｱﾇﾘｮｱ・ｱｳﾗﾝﾁｱｶ

＊サボテン！ 日本初導入個体！

イクソラ

ムラサキバレンギク

＊ここで永遠の愛を誓う！

「砂漠サバンナ室」 まるで別世界！

アリストロキア・サルバドレンシス
ｿﾚﾉﾌｫﾗ・ﾄｩｰｽﾄﾚﾝｼｽ
アリストロキア・ペルウィアナ

N

ハス！
ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ
ｱﾈﾓﾈ

サルスベリ

ｱﾌﾘｶﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞ ＊次はいつ咲く！？
ｷｿｳﾃﾝｶﾞｲ ＊ナミブ砂漠の珍奇植物！
キンシャチ

ゴーヤ
アルストロメリア
ノゲイトウ
トケイソウ
サルビア・スプレンデンス

オミナエシ ６
センノウ
１１
トウテイラン ６
エゾミソハギ １４
ツリガネニンジン ６
キンミズヒキ ８
ノリウツギ １４
ハマカンゾウ ６，１０
カリガネソウ １０
ﾌｼｸﾞﾛｾﾝﾉｳ 8,13,15
クサギ １９，２１

カンナ、ケイトウ
ムラサキバレンギク、ガーベラ
ペチュニア、ベゴニア etc・・

食虫植物！
パパイヤ

ホソバウチワ

＊グロテスクな赤実・・
コブシ！

ヘリコニア etc・・

＊なるほど 拳だ！

熱帯スイレン

オヒルギ

ハスの花托も
なかなか・・

（温室前 鏡池）

ヘリコニア・マリエ

ﾂﾘｶﾞﾈﾆﾝｼﾞﾝ

（温室：ジャングル室）

（植物生態園）

ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ 球果

ツノハシバミ
（植物生態園12）
＊日本のヘーゼルナッツ！

