
「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！

３月２９日（土）

植物園会館前集合：午後１時 先着３０名

「京都府立植物園「京都府立植物園「京都府立植物園「京都府立植物園 ファンクラブ創設！！」ファンクラブ創設！！」ファンクラブ創設！！」ファンクラブ創設！！」

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

５１号５１号５１号５１号

２０１４２０１４２０１４２０１４

３．２８３．２８３．２８３．２８

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/

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・・・

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」

４月２０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２時午後２時午後２時午後２時、定員30名

植物園芸相談植物園芸相談植物園芸相談植物園芸相談

■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・・

「第２３回「第２３回「第２３回「第２３回 球根ベゴニア展」球根ベゴニア展」球根ベゴニア展」球根ベゴニア展」

会期：３月２８日（金）から４月１３日（日）

会場：観覧温室 ジャングル室

概要：球根ベゴニア約３００鉢展示。

北山あおいフェスティバル北山あおいフェスティバル北山あおいフェスティバル北山あおいフェスティバル

会期：3月30日（日）10:00～16:00

内容：手作り市200ブースが出展

会場：北山門広場周辺

～～～～いよいよいよいよいよいよいよいよ 桜桜桜桜 ライトアップ～ライトアップ～ライトアップ～ライトアップ～

３月２９日（土）～４月１３日（日）

入園は午後８時まで

※日没から午後９時までライトアップ！

◆募集開始：４月１日（火）～◆募集開始：４月１日（火）～◆募集開始：４月１日（火）～◆募集開始：４月１日（火）～

◆会員期間：入会日の翌年同月末日まで◆会員期間：入会日の翌年同月末日まで◆会員期間：入会日の翌年同月末日まで◆会員期間：入会日の翌年同月末日まで

◆会◆会◆会◆会 費：一人費：一人費：一人費：一人 年額年額年額年額2,0002,0002,0002,000円円円円

◆会員特典：観覧温室無料観覧！◆会員特典：観覧温室無料観覧！◆会員特典：観覧温室無料観覧！◆会員特典：観覧温室無料観覧！

※※※※入園料は別途必要です。入園料は別途必要です。入園料は別途必要です。入園料は別途必要です。

植物園教室優先参加！植物園教室優先参加！植物園教室優先参加！植物園教室優先参加！

会員限定ｲﾍﾞﾝﾄへ招待！！会員限定ｲﾍﾞﾝﾄへ招待！！会員限定ｲﾍﾞﾝﾄへ招待！！会員限定ｲﾍﾞﾝﾄへ招待！！
～３／１７から事前受付開始！植物園会館事務室まで～～３／１７から事前受付開始！植物園会館事務室まで～～３／１７から事前受付開始！植物園会館事務室まで～～３／１７から事前受付開始！植物園会館事務室まで～

「第３５回「第３５回「第３５回「第３５回 京都盆栽展」京都盆栽展」京都盆栽展」京都盆栽展」

会期：４月４日（金）から４月７日（月）

会場：植物園会館展示室

概要：盆栽 約３０席９０点展示。即売有り。

※※※※４／６（日）４／６（日）４／６（日）４／６（日） 盆栽関連講習会盆栽関連講習会盆栽関連講習会盆栽関連講習会

植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室 13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00

「山野草アートボトル講習会「山野草アートボトル講習会「山野草アートボトル講習会「山野草アートボトル講習会 ①」①」①」①」

会期：４月１０日（木）

午前の部9:30～、午後の部13:30～

会場：植物園会館２階 多目的室

申込み：往復はがき 住所、氏名、連絡先を明記

※参加費3,000円

「第２２回「第２２回「第２２回「第２２回 しゃくなげ展」しゃくなげ展」しゃくなげ展」しゃくなげ展」

会期：４月１１日（金）から４月１３日（日）

会場：植物園会館１階 展示室

概要：シャクナゲ類約１００展展示。即売有り。

※※※※４／１３（日）４／１３（日）４／１３（日）４／１３（日） しゃくなげ講習会しゃくなげ講習会しゃくなげ講習会しゃくなげ講習会

植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室植物園会館２階研修室 13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00

「「「「京都さくらよさこい京都さくらよさこい京都さくらよさこい京都さくらよさこい @@@@植物園」植物園」植物園」植物園」

～植物園でよさこい演舞！～～植物園でよさこい演舞！～～植物園でよさこい演舞！～～植物園でよさこい演舞！～

４月５日（土）～４月６日（日）

11時～12時、13時～16時

※大芝生地、くすのき並木で演舞！

「第３回「第３回「第３回「第３回 サトザクラ展」サトザクラ展」サトザクラ展」サトザクラ展」

会期：４月１８日（金）から４月２１日（月）

会場：植物園会館１階 展示室

概要：サトザクラを中心に切枝展示。

「第１０回「第１０回「第１０回「第１０回 たそがれ・桜・そぞろ歩き」たそがれ・桜・そぞろ歩き」たそがれ・桜・そぞろ歩き」たそがれ・桜・そぞろ歩き」

会期：４月１８日（金）から４月２３日（水）

17:00～17:45 植物園会館前集合

※夕暮れに染まる園内を技術職員が桜案内！！
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ｵｵｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗｵｵｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗｵｵｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗｵｵｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ

＊＊＊＊咲き咲き咲き咲き

始めました！始めました！始めました！始めました！

ﾕｷﾜﾘｿｳﾕｷﾜﾘｿｳﾕｷﾜﾘｿｳﾕｷﾜﾘｿｳ

ミツマタミツマタミツマタミツマタ

ｹﾞﾝｶｲﾂﾂｼﾞｹﾞﾝｶｲﾂﾂｼﾞｹﾞﾝｶｲﾂﾂｼﾞｹﾞﾝｶｲﾂﾂｼﾞ

スイセン

ｱｰﾓﾝﾄﾞｱｰﾓﾝﾄﾞｱｰﾓﾝﾄﾞｱｰﾓﾝﾄﾞ

ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ

ｶﾝﾎﾞﾀﾝ

カンヒザクラカンヒザクラカンヒザクラカンヒザクラ

エドヒガンエドヒガンエドヒガンエドヒガン

カンザクラカンザクラカンザクラカンザクラ

ｶﾗﾐｻﾞｸﾗｶﾗﾐｻﾞｸﾗｶﾗﾐｻﾞｸﾗｶﾗﾐｻﾞｸﾗ

シダレザクラシダレザクラシダレザクラシダレザクラ

カタクリカタクリカタクリカタクリ

まさにまさにまさにまさに

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ｴﾌｪﾒﾗﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ｴﾌｪﾒﾗﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ｴﾌｪﾒﾗﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ｴﾌｪﾒﾗﾙ ！！！！

ハナノキハナノキハナノキハナノキ

深紅の深紅の深紅の深紅の彩・・彩・・彩・・彩・・

ｿﾗﾝﾄﾞﾗｿﾗﾝﾄﾞﾗｿﾗﾝﾄﾞﾗｿﾗﾝﾄﾞﾗ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾌﾛﾗｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾌﾛﾗｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾌﾛﾗｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾌﾛﾗ

ﾒﾃﾞｨﾆﾗﾒﾃﾞｨﾆﾗﾒﾃﾞｨﾆﾗﾒﾃﾞｨﾆﾗ ﾏｸﾞﾆﾌｨｶﾏｸﾞﾆﾌｨｶﾏｸﾞﾆﾌｨｶﾏｸﾞﾆﾌｨｶ

球根ベゴニア展開催中！球根ベゴニア展開催中！球根ベゴニア展開催中！球根ベゴニア展開催中！


