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（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/

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。
※プロムナード工事（府大側）のため、10月1日 ～ 2020年３月末 まで「北泉門」を閉鎖します。

「第３９回 秋の山野草としだ展」

第５１回「野外彫刻展」

期間：１０月１１日（金）から１０月１４日（月）
会場：植物園会館１階 展示室
◆山野草講習会 : 10/13(日)13時半～ 研修室
「ミヤマカタバミの植え替え」

「第４回 インテリア・プランツ展」
期間：１０月１８日（金）から１０月２２日（火）
会場：観覧温室 特別展示室
※ｲﾝﾃﾘｱ・ﾌﾟﾗﾝﾂの楽しみ方を提案！
◆ｲﾝﾃﾘｱﾌﾟﾗﾝﾂ寄せ植え講習会
※事前申し込み
詳細は

「第５２回 秋のバラ展：切りバラ展示」
期間：１０月１８日（金）から１０月２０日（日）
会場：植物園会館１階 展示室
◆バラの講習会 10/20（日）13時半～ 研修室
「バラの香りを楽しむ」

「第２８回 きのこ展」
期間：１０月２６日（土）から１０月２７日（日）
会場：植物園会館 展示室
◆きのこ講演会：10/26(土)14時 ～ 植物園会館研修室
「冬虫夏草の世界にようこそ」
◆きのこ観察会：10/27(日)13時半 ～ 15時
植物園会館前集合！（13時から受付）

「名誉園長さんときまぐれ散歩」
１０月２０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！

「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。

植物園ＨＰ！

期間：９月２８日（土）～１０月１４日（月祝）
～京都彫刻家協会員の作品約４０点を園路沿いに展示～

◆９／２８ 作品講評会 14時～16時半
講師：評論家 尾﨑 眞人氏

第３回「植物園 彫 刻 小 品 展」
期間：１０月６日（日）～１０月１４日（月祝）
植物園会館 ２Ｆ 多目的室

「第５３回

菊花展」

期間：１０月２０日（日）から１１月１０日（日）
会場：大芝生地 展示場
概要：大菊・小菊・古典菊など華やかに展示（販売有り）

「東洋蘭 講演・相談会」
日時：１０月２０日（日）１３時半～
会場：植物園会館 ２F 多目的室
～寒蘭の花の咲かせ方など～

「第２回 秋の洋ランと着生植物展」
期間：１０/２４（木）から１０/２８（月）
会場：観覧温室 特別展示室
◆洋ラン植え替え実演会

詳細は

「植 物 園の森と水 油彩展」
～植物園会館 １階 展示室～
期間：１０月２９日（火）から１１月４日（月）
※植物園の樹木や風景を描いた作品です！！

「おしゃれなクリスマス向け寄せ植え講習会」
日時：１１月９日（土）13時半～15時
会場：植物園会館 ２F 多目的室
※往復はがきで申し込み 参加費3,000円
〆切11/2
詳細は

「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
10月は檀（マユミ）！ 植物生態園で！

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

スイフヨウ
（四季彩の丘）

２０１９．１０．１１
３３３号

ｼｸﾗﾒﾝ
・ｱﾌﾘｶﾇﾑ

四季彩の丘

N
ネコノヒゲ
ゴーヤ
ノゲイトウ
センニチコウ
ジニア
ガーベラ
チョウセンアサガオ
激辛唐辛子‘ｷｬﾛﾗｲﾅﾘｰﾊﾟｰ’
＊けっして触らないように・・

ホトトギス

賀茂川門

キバナセンニチコウ

（植物生態園）

北山門

イトバハルシャギク
フイリダンチク
カラミント
ステビア
ｷﾊﾞﾅﾉﾂﾉｺﾞﾏ
オオケタデ、アイ
サルビア・レウカンタ
フヨウ・スイフヨウ
フジバカマ
ロシアンセージ

キブネギク(ｼｭｳﾒｲｷﾞｸ)
（水車 横）

＊１日花！
白～ピンク～紅へ色変わり

パンパスグラス
ヒガンバナ 色々

ワイルドガーデン

週刊見頃情報

ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ

「昼夜逆転室」 夜咲き植物
ﾂｷﾐｿｳ、ｻｶﾞﾘﾊﾞﾅetc・・

ハス！
ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ
ｱﾈﾓﾈ
連理の枝
ヒメフヨウ

＊ここで永遠の愛を誓う！

シュウメイギク

生態園

「高山室」

ｻﾞｳｼｭﾈﾘｱ・ｶﾘﾌｫﾙﾆｶ
ジンジソウ

秋咲きの
サクラ！

クサギ（生態園）

「砂漠サバンナ室」 まるで別世界！

「ﾗﾝ・ｱﾅﾅｽ室」

キンシャチ
＊サボテン！ 日本初導入個体！

観覧温室

キソウテンガイ ＊ナミブ砂漠の珍奇植物！

ロウソクノキ
＊ろうそくの様な果実！

熱帯ｽｲﾚﾝ

ﾌｱﾇﾘｮｱ・ｱｳﾗﾝﾁｱｶ
＊オレンジ色の花・・

「冷 房 室」 が面白い！

アリストロキア・サルバドレンシス
アリストロキア・トリカウダタ
ﾊﾞﾝﾀﾞ・ﾙｿﾞﾆｶ ‘ｵｵﾔﾏｻﾞｷ’

ザクロ！
果実！

ｼｮｸﾀﾞｲｵｵｺﾝﾆｬｸ
＊でかい！

マツムラソウ

ラン etc・・
入口

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸな夏花壇！

＊ベネズエラ原産 １属１種！

イクソラ

秋バラ！

正 門

パパイヤ、カンナ
ﾁｮｳｾﾝｱｻｶﾞｵ
フウセントウワタ

カンレンボク！
（あじさい園）

（
閉鎖中）

キャニモモ ＊ジャムに利用！
バナナの花！
ｽﾄﾛﾋﾞﾗﾝﾃｽ・ﾊﾐﾙﾄﾆｱﾅ
ﾒｶﾞｽｹﾊﾟｽﾏ・ｴﾘｽﾛｸﾗﾐｽ

ノアサガオ
ヨルガオ PM4時頃開花

北泉門

ケイトウ
カンナ
ｾﾝﾆﾁｺｳ

ホトトギス １
ｻﾝｲﾝﾋｷｵｺｼ ６
シモバシラ ９
テンニンソウ １１
フジバカマ ８
ノダケ １５
ツリフネソウ ８
ワレモコウ ８
サクラタデ ７
ノコンギク １６
ヒヨドリバナ １２
カメバヒキオコシ １２

カンナ、ケイトウ、ノゲイトウ
ムラサキバレンギク、ペチュニア
トウジンビエ、トウガラシ
フレンチマリゴールド etc・・

ｻﾙﾋﾞｱ・ﾚｳｶﾝﾀ
ﾌﾚﾝﾁﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ

センナリバナナ
ヘリコニア etc・・
ホウガンノキ
ウツボカズラ

マツムラソウ
（生態園南入口）
ﾊﾞﾝﾀﾞ・ﾙｿﾞﾆｶ‘ｵｵﾔﾏｻﾞｷ’
（温室：冷房室）

ヒャクニチソウ
（正門花壇）

クヌギ！アベマキ！
（大芝生地西側林内）

コスモス！！
（バラ園東花壇ほか）

