
「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木 (第５回第５回第５回第５回)」」」」
２月1５日（土）9時半～12時40分（2F研修室）

・園内で自分が選んだ１本の木を四季を通じ観察。

・ どなたでも参加可（途中参加OK）。

「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木 (最終回最終回最終回最終回)」」」」
３月８日（土）9時半～12時40分（2F研修室）

・いよいよ最終回

「私の好きな木」の１年間の気づきを発表！！

「食とみどりのサイエンス「食とみどりのサイエンス「食とみどりのサイエンス「食とみどりのサイエンスNowNowNowNow」」」」

会期：2月2２日（土）13:00～15:00

会場：植物園会館2階 研修室

概要：「宇治茶の香りと味について」

「京都の米で京都の酒を！」

府農林水産技術センター

「植物園の最近のトピックス」

「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！

２月１５日（土）

植物園会館前集合：午後１時 先着３０名

開園９０周年記念開園９０周年記念開園９０周年記念開園９０周年記念 第９回第９回第９回第９回 早春の草花早春の草花早春の草花早春の草花 展展展展

◆大芝生地 特設会場にて、２月１４日（金）から ３月2３日（日）まで開催◆

「ぽかぽか陽気の道道道道」をテーマに、ハナナ フクジュソウなど10,000株を展示

☆複数回来場者にプレゼント企画有り！！！☆複数回来場者にプレゼント企画有り！！！☆複数回来場者にプレゼント企画有り！！！☆複数回来場者にプレゼント企画有り！！！

「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
第第第第5555回回回回

」」」」

会期：2月23日（日）13:30～14:30

会場：植物園会館2階 研修室

概要：「医療を目指す植物バイテク」

京都府立大学 増村教授

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

４５号４５号４５号４５号

２０１４２０１４２０１４２０１４

２．１４２．１４２．１４２．１４

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/

植植植植 物物物物 園園園園 もももも おおおお かかかか げげげげ ささささ まままま でででで ９０９０９０９０ 周年周年周年周年 ！！！！！！！！

～～～～ 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！

・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。

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

※温室観覧料は別途必要となります。

園長ブログはHPから・・・

「なから「なから「なから「なからぎのぎのぎのぎの森」水車森」水車森」水車森」水車 ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ！！ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ！！ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ！！ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ！！

～四季折々の「なから～四季折々の「なから～四季折々の「なから～四季折々の「なからぎのぎのぎのぎの森」水車森」水車森」水車森」水車

のある風景の写真を展示します！～のある風景の写真を展示します！～のある風景の写真を展示します！～のある風景の写真を展示します！～

会期 ： 2月14日(金)～2月23日(日)

会場 ： 植物園会館２F

since1924

「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」

２月１６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

「「「「第２回第２回第２回第２回 ｼｬﾄﾞｰﾎﾞｯｸｽ作品ｼｬﾄﾞｰﾎﾞｯｸｽ作品ｼｬﾄﾞｰﾎﾞｯｸｽ作品ｼｬﾄﾞｰﾎﾞｯｸｽ作品&&&&ｸﾗﾌﾄ展」ｸﾗﾌﾄ展」ｸﾗﾌﾄ展」ｸﾗﾌﾄ展」

会期：２月１４日（金）から２月２３日（日）

会場：植物園会館 展示室

～「花のある暮らし」をテーマに

シャドーボックスなど約６０点展示～

「シャドーボックス関連講習会「シャドーボックス関連講習会「シャドーボックス関連講習会「シャドーボックス関連講習会

会期：２月２２日（土）

会場：植物園会館２F

内容①シャドーボックス制作体験 10:30～

②デコパージュ制作体験 13:30～

・定員：各10名、受講料それぞれ1,800円

・事前申込み：往復はがき 住所、氏名

連絡先、を明記

「第２２回「第２２回「第２２回「第２２回 春蘭展」春蘭展」春蘭展」春蘭展」

会期：３月７日（金）から３月９日（日）

会場：植物園会館展示室

概要：シュンラン約１００展展示。即売有り。

※※※※３／９（日）春蘭展関連講習会３／９（日）春蘭展関連講習会３／９（日）春蘭展関連講習会３／９（日）春蘭展関連講習会

・植物園会館２Ｆ 13:30～15:00

・「春蘭について」講師：洛風会会員

「９回「９回「９回「９回 早春の園芸市」早春の園芸市」早春の園芸市」早春の園芸市」

会期：２月２８日（金）から３月２日（日）

会場：植物園会館展示室

概要：話題の植物を集めた園芸市

※※※※３／１（土）園芸市関連講習会３／１（土）園芸市関連講習会３／１（土）園芸市関連講習会３／１（土）園芸市関連講習会

・植物園会館２Ｆ 13:30～15:00

・「雪割草について」講師：園芸研究家 岩渕氏



ｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ

スイセン

名にし負はば名にし負はば名にし負はば名にし負はば

逢坂山のさねかずら逢坂山のさねかずら逢坂山のさねかずら逢坂山のさねかずら

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

サネカズラサネカズラサネカズラサネカズラ

早咲き早咲き早咲き早咲き「ツバキ」「ツバキ」「ツバキ」「ツバキ」

‘白佗助’‘白佗助’‘白佗助’‘白佗助’ ‘雪中花’‘雪中花’‘雪中花’‘雪中花’

‘数寄屋’‘菊冬至’など・・‘数寄屋’‘菊冬至’など・・‘数寄屋’‘菊冬至’など・・‘数寄屋’‘菊冬至’など・・

ｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞ

クロッカス

ケール

ﾒｷｬﾍﾞﾂ

ｺｰﾙﾗﾋﾞ

カエンカズラ

ﾊﾗﾝｱﾅﾅｽ

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ

カカオ（幼実）

ゴレンシ(果実)

ｼﾞｬﾎﾞﾁｶﾊﾞ

バナナ

ﾀﾍﾞﾌﾞｲｱ ｸﾘｿﾄﾘｶ

ﾌﾞﾗｹｱ ｸﾞﾗｷﾘｽ

ｳﾅﾂﾞｷﾋﾒﾌﾖｳ

ｵｵﾍﾞﾆｺﾞｳｶﾝ（赤花）

ﾌﾚｲｷﾈﾃｨｱ ﾑﾙﾃｨﾌﾛﾗ

ｻﾗｶ ﾀｲﾋﾟﾝｹﾞﾝｼｽ

ｽﾃｨﾌﾃｨｱ ｸﾘｻﾝﾀ

ﾍﾘｺﾆｱ ｽﾄﾘｸﾀ

見頃の植物見頃の植物見頃の植物見頃の植物

佐波賀ｶﾌﾞ

佐波賀大根

舞鶴ｶﾌﾞ

タアサイ

コールラビ

ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ

茎ダイコン

黒長大根

桃山大根
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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
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生態園生態園生態園生態園

15

水車

＊春を感じて！＊春を感じて！＊春を感じて！＊春を感じて！

＊一般には栽培＊一般には栽培＊一般には栽培＊一般には栽培

されてないカブ！されてないカブ！されてないカブ！されてないカブ！

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 ※※※※１０年ぶりの結実！！１０年ぶりの結実！！１０年ぶりの結実！！１０年ぶりの結実！！

サザンカ

ロード！

コブクザクラコブクザクラコブクザクラコブクザクラ

少し休憩・・

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

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！

白花！白花！白花！白花！

＊下を見て！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰが！＊下を見て！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰが！＊下を見て！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰが！＊下を見て！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰが！

※※※※ソテツの冬姿！ソテツの冬姿！ソテツの冬姿！ソテツの冬姿！

※※※※ハボタンです！ハボタンです！ハボタンです！ハボタンです！

＊＊＊＊ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ

是非、温室でこの顔見てください！是非、温室でこの顔見てください！是非、温室でこの顔見てください！是非、温室でこの顔見てください！

冬の桜（冬の桜（冬の桜（冬の桜（4444種）種）種）種）

ひと休み・・

タチバナ（果実）タチバナ（果実）タチバナ（果実）タチバナ（果実）

【【【【梅林梅林梅林梅林】】】】

ロウバイロウバイロウバイロウバイ

ｳﾝﾅﾝﾛｳﾊﾞｲｳﾝﾅﾝﾛｳﾊﾞｲｳﾝﾅﾝﾛｳﾊﾞｲｳﾝﾅﾝﾛｳﾊﾞｲ

＊真上を見よう！ｵﾚﾝｼﾞ花＊真上を見よう！ｵﾚﾝｼﾞ花＊真上を見よう！ｵﾚﾝｼﾞ花＊真上を見よう！ｵﾚﾝｼﾞ花

＊花がうなずいてます。＊花がうなずいてます。＊花がうなずいてます。＊花がうなずいてます。

ロウヤガキロウヤガキロウヤガキロウヤガキ

ハボタン

パンジー

＊ﾊﾞﾅﾅ（実）成長中！＊ﾊﾞﾅﾅ（実）成長中！＊ﾊﾞﾅﾅ（実）成長中！＊ﾊﾞﾅﾅ（実）成長中！

シソ科多年草シソ科多年草シソ科多年草シソ科多年草

「シモバシラ」「シモバシラ」「シモバシラ」「シモバシラ」

まさに氷の華！まさに氷の華！まさに氷の華！まさに氷の華！

氷点下の朝一に・・・氷点下の朝一に・・・氷点下の朝一に・・・氷点下の朝一に・・・

クロガネモチ

（実）

ｿｼﾝﾛｳﾊﾞｲ！ｿｼﾝﾛｳﾊﾞｲ！ｿｼﾝﾛｳﾊﾞｲ！ｿｼﾝﾛｳﾊﾞｲ！

ｼﾀﾞﾚｴﾝｼﾞｭｼﾀﾞﾚｴﾝｼﾞｭｼﾀﾞﾚｴﾝｼﾞｭｼﾀﾞﾚｴﾝｼﾞｭ

枝振り見事！

まさに昇竜！！

’桃色雪中桃色雪中桃色雪中桃色雪中花‘花‘花‘花‘

※ﾊﾞｳﾋﾆｱ・ｱｳﾚｲﾌｫﾘｱﾊﾞｳﾋﾆｱ・ｱｳﾚｲﾌｫﾘｱﾊﾞｳﾋﾆｱ・ｱｳﾚｲﾌｫﾘｱﾊﾞｳﾋﾆｱ・ｱｳﾚｲﾌｫﾘｱ

上を見上げて！

黄金の葉の輝き！

ｾﾝﾀﾞﾝ（ｾﾝﾀﾞﾝ（ｾﾝﾀﾞﾝ（ｾﾝﾀﾞﾝ（白実）白実）白実）白実）

’菊冬至‘菊冬至‘菊冬至‘菊冬至‘

～森カフェ前の新花壇～～森カフェ前の新花壇～～森カフェ前の新花壇～～森カフェ前の新花壇～

「エキウム・ウィルドプレッティ」「エキウム・ウィルドプレッティ」「エキウム・ウィルドプレッティ」「エキウム・ウィルドプレッティ」

寒さに負けず育ってます！

真っ赤な宝石の塔を

お楽しみに（5月）！

＊ヨーロッパの大根です！＊ヨーロッパの大根です！＊ヨーロッパの大根です！＊ヨーロッパの大根です！

梅梅梅梅 咲き始め・・・咲き始め・・・咲き始め・・・咲き始め・・・

（梅 林）

オオカメノキの冬芽！オオカメノキの冬芽！オオカメノキの冬芽！オオカメノキの冬芽！

ｳｻｷﾞの耳！？

ﾊﾞﾙﾀﾝ星人！？

いやウルトラマン！

＊まさにｽﾀｰﾌﾙｰﾂ！＊まさにｽﾀｰﾌﾙｰﾂ！＊まさにｽﾀｰﾌﾙｰﾂ！＊まさにｽﾀｰﾌﾙｰﾂ！

ｶﾅｸｷﾞﾉｷの冬芽！ｶﾅｸｷﾞﾉｷの冬芽！ｶﾅｸｷﾞﾉｷの冬芽！ｶﾅｸｷﾞﾉｷの冬芽！

花芽でバンザイ！

植物園の植物園の植物園の植物園の

パワースポットパワースポットパワースポットパワースポット

～なからぎの森（神社）～～なからぎの森（神社）～～なからぎの森（神社）～～なからぎの森（神社）～

ｼﾅﾏﾝｻｸｼﾅﾏﾝｻｸｼﾅﾏﾝｻｸｼﾅﾏﾝｻｸ

‘まず咲き’‘まず咲き’‘まず咲き’‘まず咲き’

始めました！始めました！始めました！始めました！

ｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ

ｸｱﾄﾞﾘﾛｸﾗﾚｸｱﾄﾞﾘﾛｸﾗﾚｸｱﾄﾞﾘﾛｸﾗﾚｸｱﾄﾞﾘﾛｸﾗﾚ

＊花火のような！

＊ちょっとかわったな花姿！！＊ちょっとかわったな花姿！！＊ちょっとかわったな花姿！！＊ちょっとかわったな花姿！！

セツブンソウ ２

フクジュソウ ２

ﾊﾞｲｶｵｳﾚﾝ １

ｾﾘﾊﾞｵｳﾚﾝ １

フキノトウ ９

※生態園で

冬芽を楽しもう！

ｸﾁﾅｼの実（ｱｼﾞｻｲ園）ｸﾁﾅｼの実（ｱｼﾞｻｲ園）ｸﾁﾅｼの実（ｱｼﾞｻｲ園）ｸﾁﾅｼの実（ｱｼﾞｻｲ園）

春だ！ﾌｸｼﾞｭｿｳだ！春だ！ﾌｸｼﾞｭｿｳだ！春だ！ﾌｸｼﾞｭｿｳだ！春だ！ﾌｸｼﾞｭｿｳだ！


