
「ハンギングバスケット講習会」
日時：１２月１日（日）13時半～15時
会場：植物園会館 ２F 多目的室

※往復ハガキで申込(〆切 11/22)。
材料費3000円。

「第６回 ガーデニングコンテスト」！
１０月２６日（土）から１１月１０日（日）まで展示

※ご家族やｸﾞﾙｰﾌﾟで造った 「街角の庭」をお楽しみください！
正門園路に色んな庭が並びます！

「クリスマスリースづくり講習会」
日時：１２月１日（日）

〇午前の部 10時半～11時半 〇午後の部 13時半～14時半
会場：観覧温室 特別展示室

※往復ハガキで申込(〆切 11/15)。材料費1500円。

「第２８回 寒 蘭 展」
期間：１１月１５日（金）から１１月１７日（日）
会場：植物園会館 展示室

◆11/17(日)13時半から「寒蘭講習会」植物園会館2F研修室

「秋 の 植 物 園 フェ ス タ」
期間：１１月１６日(土)から１１月１７日(日)

◆紅葉散策ツアー

１６日(土) 午前10時～、午後1時～

１７日(日) 午前10時～ ：植物園会館前集合！

◆名誉園長きまぐれ散歩 １７日(日)午後２時～

◆大芝生地で花育・木育・ワークショップ いろいろ

◆くすのき並木で手作り品や野菜などのマルシェ

◆北山広場で‘ものづくりｶﾞｰﾃﾞﾝ＆ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ’

★１７日(日)は「私の好きな木：特別編」

大芝生地に子ども体験コーナーが並びます！ 「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！！

「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）

「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

11月は山橘（ヤブコウジ）！ 植物生態園で！

松谷名誉園長が、紫式部の心情を解説

～世界の紅葉ライトアップ！２０１９～
１１/１５（金）～１２/１（日） 夕暮れとともに光が灯ります！ 午後８時閉園（入園は７時半まで）

※11/29（金）～12/1（日）は観覧温室夜間開室！ 11/29～12/25は ポインセチア展開催中！

「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！

「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 
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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

※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３５回 菊花切花展」
期間：１１月３日（日）から１１月５日（火）
会場：植物園会館 ２階 多目的室

「府民交流フェスタ in 京都府立植物園」
１１月３日（日 祝）１０時～１６時 大芝生地に集合！

作る！ 味わう！ 遊ぶ！ 楽しみ満載！！

「第７回 苔・こけ・コケ展」
期間： １１月８日（金）から１１月１０日（日）
会場： 植物園会館 １階 展示室

～ 緑立つ 一面の苔 何思ふ ～

入園無料！

講演会・講習会などの詳細は

詳細は↑

ワークショップなどの
スケジュールは



ブルグマンシア
サルビア・レウカンタ
コスモス

ネコノヒゲ

ノゲイトウ
センニチコウ
ジニア

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’

キバナセンニチコウ

ワ
イ
ル
ド
ガ
ー
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パンパスグラス
ダンドク

ｵｷﾅﾜｽｽﾞﾒｳﾘ、ヘチマ
サネカズラ（ﾋﾞﾅﾝｶｽﾞﾗ）
フイリダンチク
ミントマリーゴールド
シシユズ
ｼｸﾗﾒﾝ・ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑ
シャクチリソバ
サルビア・レウカンタ

ﾚｵﾉﾃｨｽ・ﾚｵﾇﾙｽ
ハマギク

ジンジソウ

キンシャチ

パルメンティエラ・アクレアタ
バオバブ 果実！

アリストロキア・サルバドレンシス
アリストロキア・アルボレア

ゴレンシの花！
キヤニモモ
バナナ育ってます！
ｽﾄﾛﾋﾞﾗﾝﾃｽ・ﾊﾐﾙﾄﾆｱﾅ

ベニツツバナ
イクソラ
センナリバナナ
ホウガンノキ

ヘリコニア etc・・

ウツボカズラ

オウコチョウ
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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」

＊カンナの原種！

ロウソクノキ

ﾋﾒｱﾘｱｹｶｽﾞﾗ
ｼｮｸﾀﾞｲｵｵｺﾝﾆｬｸ

ﾍﾞﾄﾅﾑの黄ﾂﾊﾞｷ
（ｶﾒﾘｱ・ｸｸﾌｫﾝｹﾞﾝｼｽ）
ラン etc・・

「ﾗﾝ・ｱﾅﾅｽ室」

ハス！

観覧温室

ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ
ｱﾈﾓﾈ

ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ

北
山
門

連理の枝

四季彩の丘

＊ここで永遠の愛を誓う！

サラシナショウマ １

リンドウ １
ウメバチソウ １
キブネギク ８
ツワブキ ６
オオハナﾜﾗﾋﾞ 12,15
ダイモンジソウ 2 , 4
ジンジソウ ２
ムラサキマユミ ２
サクラタデ ７
ノコンギク １，１６
キセワタ ８
ホトトギス ４，１８
シロヨメナ ９，１７

北
泉
門

１１月から春まで閉室・・

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
ヒャクニチソウ、トウガラシ
フレンチマリゴールド etc・・

ﾛｼｱﾝｵﾘｰﾌﾞ！
＊グミです！

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸな秋花壇！

＊サボテン！ 日本初導入個体！ ブルグマンシア
ｻﾙﾋﾞｱ・ﾚｳｶﾝﾀ

ケイトウ
カンナ
ｾﾝﾆﾁｺｳ

ノアサガオ

＊ろうそくの様な果実！

ピレオギク

マツムラソウ

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
ミズイモ 正

門

＊でかい！

＊ジャムに利用！

賀
茂
川
門

（閉
鎖
中
）

ｼｸﾗﾒﾝ
・ｱﾌﾘｶﾇﾑ

ｻﾙﾋﾞｱ・ﾚｳｶﾝﾀ
ﾌﾚﾝﾁﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ

秋バラ！

秋咲きの
サクラ！

間違えたらしい・・なるほど・・

＊カツラのそばを通ると
甘い香りが・（水車付近 他）

ミカンいろいろ

キブネギク

四季桜！

（四季彩の丘）

名にし負はば

逢坂山の サネカズラ
人に知られで くるよしもがな

コスモス

バクチノキ 花！

ﾏﾒｻﾞｸﾗ×ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ
（半木神社西）

シュウメイギク

ホルトノキ
※平賀源内がオリーブ（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙの木）と
間違えたらしい・・（森のカフェ西側）

ダイモンジソウ
※ジンジソウと比較観察！
（植物生態園）

オオハナワラビ

懸崖菊！！

ムラサキバレンギク
（沈床花壇）

ハナミズキ紅葉

＊黄花！沖縄では三大名花の一つ！ ﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞ果実！

（温室：砂漠ｻﾊﾞﾝﾅ室）

タチハナアナナス
（ﾁﾗﾝｼﾞｱ・ｷｱﾈｱ）
（温室：アナナス室）

ｼｸﾗﾒﾝ
・ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑ


