
１５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日

ハンドベル ○ ○ ○ ○

管弦楽 ○

リコーダー ○

ｷﾞﾀｰ・ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ ○ ○

ジャズ ○ ○

※１日２回演奏（第１回18:30～、第２回19:00～）

ミニコンサートスケジュール

週刊植物園
（毎週金曜日発行）
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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/

・今週の行事予定と見所案内です。※休園日は、年末年始（12/28～1/4）だけです。

^çÉàÉ UÉàtÇ|vtÄ ZtÜwxÇá

※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！ 大人大人大人大人1000100010001000円円円円 高校生高校生高校生高校生750750750750円円円円

・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。

「植物園ガイド」が植物案内！

～植物園が１０倍楽しくなります～～植物園が１０倍楽しくなります～～植物園が１０倍楽しくなります～～植物園が１０倍楽しくなります～

※ ガイドの条件

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。

④ 当面無料。

* 申込先：京都府立植物園 TEL  075-701-0141

「名誉園長さんときまぐれ散歩」「名誉園長さんときまぐれ散歩」「名誉園長さんときまぐれ散歩」「名誉園長さんときまぐれ散歩」

１２月１５日(日）

松谷名誉園長がとっておきの見所をご案内

植物園会館前集合：午後１時、定員30名

「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」職員が植物ｶﾞｲﾄﾞ！

１１月３０日(土）

植物園会館前集合：午後１時 先着３０名

第１回「草花アートボトル第１回「草花アートボトル第１回「草花アートボトル第１回「草花アートボトル 展」展」展」展」

期間：11月29日（金）～12月8日（日）

会場：植物園会館１階展示室

概要：様々な花を特殊乾燥させ製作したアート

ボトル展示

第２２回「ポインセチア第２２回「ポインセチア第２２回「ポインセチア第２２回「ポインセチア 展」展」展」展」

期間：12月6日（金）～12月24日（火）

会場：観覧温室

概要：ポインセチア約100品種・400鉢を展示

「草花ｱｰﾄﾎﾞﾄﾙ展関連「草花ｱｰﾄﾎﾞﾄﾙ展関連「草花ｱｰﾄﾎﾞﾄﾙ展関連「草花ｱｰﾄﾎﾞﾄﾙ展関連 講習会」講習会」講習会」講習会」

会期：1２月1日(日)

・午前：10:30～12:00（受付10時）

・午後：13:30～15:00（受付13時）

概要：草花アートボトルについての講習会

講師：山野草アートボトル同好会

定員：事前申込制 午前・午後の部 各20名

受講料：２，３００円 ＊当日申込み可

「ハンギングバスケット講習「ハンギングバスケット講習「ハンギングバスケット講習「ハンギングバスケット講習 会」会」会」会」

会期：12月14日(土)1３時半から15時

※受付：13時から：事前申込制 30名

※受講料：3,000円（材料費）

会場：植物園会館2階研修室

概要：季節の植物を使ったﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄづくり

申込み：往復はがき 住所、氏名、連絡先を明記

申込締切：12月7日(土)

「松竹梅「松竹梅「松竹梅「松竹梅 寄植え講習会」寄植え講習会」寄植え講習会」寄植え講習会」

会期：12月15日(日)

・午前：10:00～11:30 午後：13:30～15:00

会場：植物園会館2階研修室

概要：迎春用寄植え講習会

定員：事前申込制 午前・午後の部 各25名

※受講料：３，０００円（材料費）

申込み：往復はがき

・住所、氏名、連絡先を明記
12月7日（土）締切

「観覧温室の夜間開室とイルミネーション」「観覧温室の夜間開室とイルミネーション」「観覧温室の夜間開室とイルミネーション」「観覧温室の夜間開室とイルミネーション」

期間：12月15日（日）～12月24日（火）

時間：17時半から20時まで（最終入園19時半）

※17時に一旦閉園します。観覧温室無料。

概要：イルミネーションや学生によるﾐﾆｺﾝｻｰﾄ！

「植物園マンスリーアカデミー」「植物園マンスリーアカデミー」「植物園マンスリーアカデミー」「植物園マンスリーアカデミー」

【【【【第３回第３回第３回第３回】】】】

会期：12月8日（日）13:30～14:30

会場：植物園会館2階 研修室

講演：「マツ林の盛衰」

京都府立大学大学院 高原教授

【【【【第４回第４回第４回第４回】】】】

会期：1月11日（土）14:00～16:00

会場：植物園会館2階 研修室

概要：「ﾐﾆﾐﾆｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」

～生きた植物の博物館って？～

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：松谷名誉園長



ｼｸﾗﾒﾝ

ﾍﾃﾞﾘﾌｫﾘｳﾑ

ベゴニア、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ

ケール、ﾒｷｬﾍﾞﾂ

ｺｰﾙﾗﾋﾞｰ

ヨルガオ

ツキミソウ

ﾌﾞﾙｸﾞﾏﾝｼｱ

コウジニシキ

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｳﾑ・ｽﾐﾘｴ

ﾒﾃﾞｨﾆﾗ ｸﾗｻﾀ

カカオ（実）

ﾄｹﾞﾊﾞﾝﾚｲｼ（花・実）

ｳﾅﾂﾞｷﾋﾒﾌﾖｳ

ｿﾗﾝﾄﾞﾗ ﾏｷｼﾏ

ﾎﾙﾑｼｮﾙﾃﾞｨｱ

ｻﾝｸﾞｲﾈｱ

ｵｵﾍﾞﾆｺﾞｳｶﾝ

ﾊﾞｳﾋﾆｱ・ｱｳﾚｲﾌｫﾘｱ

サガリバナ

ｻﾗｶ・ﾃﾞｨｳｪｽ

オヒルギ

※※※※園内花壇は冬支度！園内花壇は冬支度！園内花壇は冬支度！園内花壇は冬支度！

来春に向けチューリップなど来春に向けチューリップなど来春に向けチューリップなど来春に向けチューリップなど

の植込間近！の植込間近！の植込間近！の植込間近！

見頃の植物見頃の植物見頃の植物見頃の植物

デンジソウ

ｻﾙﾋﾞｱ ｲﾝｳｫﾙｸﾗｰﾀ

ｻﾙﾋﾞｱ ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ ｽﾊﾟｲｱｽﾞ

ｻﾙﾋﾞｱ ｴﾚｶﾞﾝｽ

ｻﾙﾋﾞｱ ﾚｳｶﾝｻ

佐波賀ｶﾌﾞ

佐波賀大根

ｶﾗﾐﾝﾄ

シシユズ（果実）

リョウリギク

アシタバ

コウギク

アワコガネギク
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ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ（実） ７

ウメモドキ（実） ６

ツワブキ ６

ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ １５

フユイチゴ １１

カキノキ ９

アリドオシ ７

ｻｻﾞﾝｶ（白花） ７

ドウダンツツジ８

四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺

観覧温室観覧温室観覧温室観覧温室

入口

２０１３．１１．２９
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正
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茂

川

門

北

山

門
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生態園生態園生態園生態園

15

【植物展示場】

○秋の山野草

○菊

水車

ﾔｸｼﾏｽｽｷ

ﾚｵﾉﾃｨｽ

ﾚｵﾇﾙｽ

ﾂﾜﾌﾞｷ

＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！＊四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰの様！

食虫植物各種食虫植物各種食虫植物各種食虫植物各種

※※※※紅葉紅葉紅葉紅葉 穴場です・・穴場です・・穴場です・・穴場です・・

ﾋﾒｱﾘｱｹｶｽﾞﾗ

ｲﾜﾀﾊﾞｺ類

ﾌｪｲﾓｼｱ

ｾﾝﾄﾎﾟｰﾘｱ

ムベムベムベムベが実っています！が実っています！が実っています！が実っています！

名に名に名に名にし負はばし負はばし負はばし負はば

逢坂山の逢坂山の逢坂山の逢坂山のさねさねさねさねかずらかずらかずらかずら

人に知られで人に知られで人に知られで人に知られで くるよしもがくるよしもがくるよしもがくるよしもがなななな

サネカズラサネカズラサネカズラサネカズラ ＊赤く色づいてます！＊赤く色づいてます！＊赤く色づいてます！＊赤く色づいてます！

ﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞ （実）（実）（実）（実）

イチゴノキ

＊可憐な花と真っ赤果実＊可憐な花と真っ赤果実＊可憐な花と真っ赤果実＊可憐な花と真っ赤果実

のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・

ｺﾏﾕﾐ、ﾆｼｷｷﾞ

サザンカ

タイサンボクタイサンボクタイサンボクタイサンボクのののの

赤い種子が顔をだしてます！赤い種子が顔をだしてます！赤い種子が顔をだしてます！赤い種子が顔をだしてます！

（植物園会館前）（植物園会館前）（植物園会館前）（植物園会館前）

コブクザクラコブクザクラコブクザクラコブクザクラ

咲いてます！！咲いてます！！咲いてます！！咲いてます！！

イイギリ（実）

＊芝生から＊芝生から＊芝生から＊芝生から

可憐な花が可憐な花が可憐な花が可憐な花が ・・・・・・・・

イイギリ（実）イイギリ（実）イイギリ（実）イイギリ（実）

ｵｵﾂﾜﾌﾞｷｵｵﾂﾜﾌﾞｷｵｵﾂﾜﾌﾞｷｵｵﾂﾜﾌﾞｷ

＊京やさい！＊京やさい！＊京やさい！＊京やさい！

＊ﾊﾅﾐｽﾞｷの紅葉と＊ﾊﾅﾐｽﾞｷの紅葉と＊ﾊﾅﾐｽﾞｷの紅葉と＊ﾊﾅﾐｽﾞｷの紅葉と

赤い実！赤い実！赤い実！赤い実！ｱｼﾞｻｲ園ほかｱｼﾞｻｲ園ほかｱｼﾞｻｲ園ほかｱｼﾞｻｲ園ほか

＊昼夜逆転！！＊昼夜逆転！！＊昼夜逆転！！＊昼夜逆転！！

※※※※カツラカツラカツラカツラの樹のそばを通るとの樹のそばを通るとの樹のそばを通るとの樹のそばを通ると

わたわたわたわた菓子の様な甘い香りが・・菓子の様な甘い香りが・・菓子の様な甘い香りが・・菓子の様な甘い香りが・・

（水車付近ほか）（水車付近ほか）（水車付近ほか）（水車付近ほか）

「ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ」「ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ」「ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ」「ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ」

胞子葉が花のよう・・胞子葉が花のよう・・胞子葉が花のよう・・胞子葉が花のよう・・

フウの紅葉フウの紅葉フウの紅葉フウの紅葉 お見事！お見事！お見事！お見事！

ｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ（秋咲）（秋咲）（秋咲）（秋咲）

ﾛｳｿｸﾉｷ

※見上げて！

ﾛｳｿｸ状の実と花

＊花がうなづいてます＊花がうなづいてます＊花がうなづいてます＊花がうなづいてます

ワイルドガーデンワイルドガーデンワイルドガーデンワイルドガーデン

「ヒマラヤスギ雄花」の「ヒマラヤスギ雄花」の「ヒマラヤスギ雄花」の「ヒマラヤスギ雄花」の

黄色い花粉が・・・黄色い花粉が・・・黄色い花粉が・・・黄色い花粉が・・・

コダチダリアコダチダリアコダチダリアコダチダリア

ﾏﾙﾊﾞﾉｷの花ﾏﾙﾊﾞﾉｷの花ﾏﾙﾊﾞﾉｷの花ﾏﾙﾊﾞﾉｷの花 !
※※※※真っ赤な真っ赤な真っ赤な真っ赤な

ミニイソギンチャクの様な奇妙な・・・ミニイソギンチャクの様な奇妙な・・・ミニイソギンチャクの様な奇妙な・・・ミニイソギンチャクの様な奇妙な・・・

別名別名別名別名 ﾍﾞﾆﾏﾝｻｸﾍﾞﾆﾏﾝｻｸﾍﾞﾆﾏﾝｻｸﾍﾞﾆﾏﾝｻｸ 必見！必見！必見！必見！

※※※※クチナシクチナシクチナシクチナシの実が色づいてきました！の実が色づいてきました！の実が色づいてきました！の実が色づいてきました！

その名とおり「口無し」の実です・・その名とおり「口無し」の実です・・その名とおり「口無し」の実です・・その名とおり「口無し」の実です・・

アジサイ園ほかアジサイ園ほかアジサイ園ほかアジサイ園ほか

＊上見上げて＊上見上げて＊上見上げて＊上見上げて 黄金色の葉！黄金色の葉！黄金色の葉！黄金色の葉！

ﾅﾅﾐﾉｷﾅﾅﾐﾉｷﾅﾅﾐﾉｷﾅﾅﾐﾉｷ 赤実鈴なり！赤実鈴なり！赤実鈴なり！赤実鈴なり！

モミジ！

※※※※落葉する針葉樹の落葉する針葉樹の落葉する針葉樹の落葉する針葉樹の

色づきもご覧あれ・・色づきもご覧あれ・・色づきもご覧あれ・・色づきもご覧あれ・・

ﾒﾀｾｺｲｱ、ヌマスギ、ｶﾗﾏﾂﾒﾀｾｺｲｱ、ヌマスギ、ｶﾗﾏﾂﾒﾀｾｺｲｱ、ヌマスギ、ｶﾗﾏﾂﾒﾀｾｺｲｱ、ヌマスギ、ｶﾗﾏﾂ

＊黄花！＊黄花！＊黄花！＊黄花！

＊朱花！＊朱花！＊朱花！＊朱花！

ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 真っ赤です！園内各所真っ赤です！園内各所真っ赤です！園内各所真っ赤です！園内各所

「ロウヤガキ「ロウヤガキ「ロウヤガキ「ロウヤガキ実」実」実」実」

色づいています・・・色づいています・・・色づいています・・・色づいています・・・

＊＊＊＊ラッパ状ラッパ状ラッパ状ラッパ状の大黄花！の大黄花！の大黄花！の大黄花！


