
「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４回第４回第４回第４回)」」」」
１月１７日（土）9時半～12時40分・会館2F多目的室

・園内で自分が選んだ１本の木を四季を通じ観察。

・全６回開催。 どなたでも参加可（途中参加OK）。

「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 募集します！募集します！募集します！募集します！

募集期間：1月 6日(火)～1月31日(土)

★募集テーマ：「なからぎの森の水車のある四季折

々の風景」

★お一人４点まで カラー四つ切り又はＡ４サイズ

★ﾊﾟｿｺﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰでもＯＫ！画像加工は不可

★本人撮影、未発表のものに限る

※詳細は、ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄチラシ又は 植物園ＨＰを！

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

９１号９１号９１号９１号

２０１５２０１５２０１５２０１５

１１１１. . . . １６１６１６１６

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/

行事行事行事行事予定と見どころ案内をお届けします予定と見どころ案内をお届けします予定と見どころ案内をお届けします予定と見どころ案内をお届けします。。。。※休園日は、年末年始（12/28～1/4）だけです。

園長ブログはHPから・・・

since1924

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

「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！

１月１７日（土）

植物園会館前集合：午後１時 先着３０名

～技術課の職員が見どころ案内～

※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！

～見どころ案内・魅力解説・楽しさ倍増！～～見どころ案内・魅力解説・楽しさ倍増！～～見どころ案内・魅力解説・楽しさ倍増！～～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。

* 申込先：京都府立植物園 TEL  075-701-0141

第４回第４回第４回第４回 新春を彩る新春を彩る新春を彩る新春を彩る

寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展

期間：１月１１日（日）～2月１日（日）

会場：北山門広場

概要：「京都らしさ」をテーマにした寄せ植え

ハンギングバスケットを約100点展示

「「「「バラ剪定バラ剪定バラ剪定バラ剪定 講習会」講習会」講習会」講習会」

会期：１月１７日(土) 1３時半から15時

会場：植物園会館２階研修室

概要：「ツルばらの剪定について」

講師：松尾 正晃 氏

「「「「第２３回第２３回第２３回第２３回 洋ラン展」洋ラン展」洋ラン展」洋ラン展」

期間：１月３０日（金）～２月８日（日）

会場：観覧温室・特別展示室

概要：洋ラン 約200鉢を展示！即売有り。

※洋ラン講演会 浅井信之氏

「東南アジアを中心とした野生ランについて」

２／８(日)13:時半～ 植物園会館 研修室

「蘭「蘭「蘭「蘭 花花花花 譜譜譜譜 展」展」展」展」

期間：１月３０日（金）～２月８日（日）

会場：植物園会館 展示室

～ 植物木版画の最高傑作と言われる蘭花譜！～

※小笠原氏（園芸研究家）と高林元園長による

蘭花譜対談

1/31(土)13時半～ 植物園会館 研修室

「園長・副園長の園内ガイド」「園長・副園長の園内ガイド」「園長・副園長の園内ガイド」「園長・副園長の園内ガイド」

１月２５日（日）

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

「西山喬、由良展」「西山喬、由良展」「西山喬、由良展」「西山喬、由良展」

会期：１月１６日（金）から１月２５日（日）

会場：植物園会館展示室

概要：植物をテーマにした水彩画の展示

第１０回第１０回第１０回第１０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13日（金）から 3月22日（日）まで開催◆

～イタリアの街角、南アフリカの花畑、日本の春・・ 一足早く「世界の春」をお届けします！～

和名和名和名和名 コメントコメントコメントコメント 科名科名科名科名 場所場所場所場所

マンリョウマンリョウマンリョウマンリョウ その名も万両 まさに縁起物！一度可愛い花も見て！(７月頃)その名も万両 まさに縁起物！一度可愛い花も見て！(７月頃)その名も万両 まさに縁起物！一度可愛い花も見て！(７月頃)その名も万両 まさに縁起物！一度可愛い花も見て！(７月頃) ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科 植物生態園 他各所植物生態園 他各所植物生態園 他各所植物生態園 他各所

ヤブコウジヤブコウジヤブコウジヤブコウジ

別名 十両。古名はヤマタチバナ。赤い果実を山のミカンに見別名 十両。古名はヤマタチバナ。赤い果実を山のミカンに見別名 十両。古名はヤマタチバナ。赤い果実を山のミカンに見別名 十両。古名はヤマタチバナ。赤い果実を山のミカンに見

立てたのが名の由来。立てたのが名の由来。立てたのが名の由来。立てたのが名の由来。

ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科 植物生態園植物生態園植物生態園植物生態園

ストランバエシアストランバエシアストランバエシアストランバエシア

　　　　・ﾀﾞﾋﾞﾃﾞｨｱﾅ　　　　・ﾀﾞﾋﾞﾃﾞｨｱﾅ　　　　・ﾀﾞﾋﾞﾃﾞｨｱﾅ　　　　・ﾀﾞﾋﾞﾃﾞｨｱﾅ

中国西部原産。中国名はコエカジュ（紅果樹）。中国西部原産。中国名はコエカジュ（紅果樹）。中国西部原産。中国名はコエカジュ（紅果樹）。中国西部原産。中国名はコエカジュ（紅果樹）。 ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科 会館前花壇東側会館前花壇東側会館前花壇東側会館前花壇東側

チャイニーズ ホーリーチャイニーズ ホーリーチャイニーズ ホーリーチャイニーズ ホーリー

中国などに分布。雌雄別株。リースなどの装飾用として利用。中国などに分布。雌雄別株。リースなどの装飾用として利用。中国などに分布。雌雄別株。リースなどの装飾用として利用。中国などに分布。雌雄別株。リースなどの装飾用として利用。

別名：ﾋｲﾗｷﾞﾓﾁ　　　　※ﾋｲﾗｷﾞはﾓｸｾｲ科で葉は対生。別名：ﾋｲﾗｷﾞﾓﾁ　　　　※ﾋｲﾗｷﾞはﾓｸｾｲ科で葉は対生。別名：ﾋｲﾗｷﾞﾓﾁ　　　　※ﾋｲﾗｷﾞはﾓｸｾｲ科で葉は対生。別名：ﾋｲﾗｷﾞﾓﾁ　　　　※ﾋｲﾗｷﾞはﾓｸｾｲ科で葉は対生。

ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科 ｸｽﾉｷ並木北側西寄りｸｽﾉｷ並木北側西寄りｸｽﾉｷ並木北側西寄りｸｽﾉｷ並木北側西寄り

縁起物赤実巡り～！（縁起物赤実巡り～！（縁起物赤実巡り～！（縁起物赤実巡り～！（常葉の緑常葉の緑常葉の緑常葉の緑    目出度い赤実目出度い赤実目出度い赤実目出度い赤実））））



【【【【植物展示場植物展示場植物展示場植物展示場】】】】

シダやマツ品種などシダやマツ品種などシダやマツ品種などシダやマツ品種など

ブルグマンシアetc・・・

ハゴロモキンポウゲ

キンシャチ

トックリキワタ

キンカチャ

カクチョウラン

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ

メディニラ・クラサタ

カカオ

＊チョコの原料ｶｶｵ豆！

バナナ

ﾑｯｻｴﾝﾀﾞ・ﾌﾟﾍﾞｽｹﾝｽ

ｳﾅｽﾞｷﾋﾒﾌﾖｳ

イチベンバナ

ｵｵﾍﾞﾆｺﾞｳｶﾝ ＊赤白そろい踏み＊赤白そろい踏み＊赤白そろい踏み＊赤白そろい踏み

サラカ・ディウェス

メキャベツ

コールラビ

ケール

ハボタン

オタフクナンテン

ナルキッスス

・カンタブリクス

見頃の植物見頃の植物見頃の植物見頃の植物

サネカズラ

ムベ

シシユズ

ジャノメエリカ
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四季彩の丘四季彩の丘四季彩の丘四季彩の丘

観覧温室観覧温室観覧温室観覧温室

入口

２０１５．１．１６

14

賀

茂

川

門

北

山

門

NNNN

生態園生態園生態園生態園

15

＊橙黄色花！＊橙黄色花！＊橙黄色花！＊橙黄色花！

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！

ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ 12,15
ヤブコウジ １１

マンリョウ １０他

マユミ（果実） ９

シモバシラ ９

「高山植物室」「高山植物室」「高山植物室」「高山植物室」

冬の桜冬の桜冬の桜冬の桜

小休止・・小休止・・小休止・・小休止・・

正

門

ﾆﾝﾌｧｴｱﾆﾝﾌｧｴｱﾆﾝﾌｧｴｱﾆﾝﾌｧｴｱ

ｷﾞｶﾞﾝﾃｨｱｷﾞｶﾞﾝﾃｨｱｷﾞｶﾞﾝﾃｨｱｷﾞｶﾞﾝﾃｨｱ

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

ﾛｳﾔｶﾞｷﾛｳﾔｶﾞｷﾛｳﾔｶﾞｷﾛｳﾔｶﾞｷ

渋く色づき渋く色づき渋く色づき渋く色づき

ベニヒモノキベニヒモノキベニヒモノキベニヒモノキ

＊見たとおり紅紐・・＊見たとおり紅紐・・＊見たとおり紅紐・・＊見たとおり紅紐・・

ｽﾐｼｱﾝｻｽﾐｼｱﾝｻｽﾐｼｱﾝｻｽﾐｼｱﾝｻ

ｹﾛﾍﾟｷﾞｱ・ｻﾝﾃﾞﾙｿﾆｨｹﾛﾍﾟｷﾞｱ・ｻﾝﾃﾞﾙｿﾆｨｹﾛﾍﾟｷﾞｱ・ｻﾝﾃﾞﾙｿﾆｨｹﾛﾍﾟｷﾞｱ・ｻﾝﾃﾞﾙｿﾆｨ

（酔竜）（酔竜）（酔竜）（酔竜）

ｱﾌﾘｶﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾞｱﾌﾘｶﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾞｱﾌﾘｶﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾞｱﾌﾘｶﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾞ

＊必見！＊必見！＊必見！＊必見！

見事な実り！見事な実り！見事な実り！見事な実り！

ラン花盛り！ラン花盛り！ラン花盛り！ラン花盛り！

ﾎｳｶﾞﾝﾉｷﾎｳｶﾞﾝﾉｷﾎｳｶﾞﾝﾉｷﾎｳｶﾞﾝﾉｷ

まさに砲丸！まさに砲丸！まさに砲丸！まさに砲丸！

「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」

ﾎﾞﾀﾆｶﾙｳｨﾝﾄﾞｳﾎﾞﾀﾆｶﾙｳｨﾝﾄﾞｳﾎﾞﾀﾆｶﾙｳｨﾝﾄﾞｳﾎﾞﾀﾆｶﾙｳｨﾝﾄﾞｳ

＊ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞいまだ健在・・＊ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞいまだ健在・・＊ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞいまだ健在・・＊ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞいまだ健在・・

※※※※受験生必見！受験生必見！受験生必見！受験生必見！

春まで落ちない春まで落ちない春まで落ちない春まで落ちない

ﾔﾏｺｳﾊﾞｼの褐葉！ﾔﾏｺｳﾊﾞｼの褐葉！ﾔﾏｺｳﾊﾞｼの褐葉！ﾔﾏｺｳﾊﾞｼの褐葉！

ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾎｰﾘｰﾁｬｲﾆｰｽﾞﾎｰﾘｰﾁｬｲﾆｰｽﾞﾎｰﾘｰﾁｬｲﾆｰｽﾞﾎｰﾘｰ

＊赤実！＊赤実！＊赤実！＊赤実！

タチバナタチバナタチバナタチバナ

＊ハボタンはケールを＊ハボタンはケールを＊ハボタンはケールを＊ハボタンはケールを

改良したもの！改良したもの！改良したもの！改良したもの！

そう言われれば・・そう言われれば・・そう言われれば・・そう言われれば・・

※※※※受験生必祈！受験生必祈！受験生必祈！受験生必祈！

落ちない褐葉落ちない褐葉落ちない褐葉落ちない褐葉

半木神社のﾔﾏｺｳﾊﾞｼ！半木神社のﾔﾏｺｳﾊﾞｼ！半木神社のﾔﾏｺｳﾊﾞｼ！半木神社のﾔﾏｺｳﾊﾞｼ！

スノードロップスノードロップスノードロップスノードロップ

ｸﾚﾏﾁｽ・ｼﾙﾎｻｸﾚﾏﾁｽ・ｼﾙﾎｻｸﾚﾏﾁｽ・ｼﾙﾎｻｸﾚﾏﾁｽ・ｼﾙﾎｻ cv.＊まさに＊まさに＊まさに＊まさにｼｬﾝﾃﾞﾘｱﾌﾟﾗﾝﾄ！ｼｬﾝﾃﾞﾘｱﾌﾟﾗﾝﾄ！ｼｬﾝﾃﾞﾘｱﾌﾟﾗﾝﾄ！ｼｬﾝﾃﾞﾘｱﾌﾟﾗﾝﾄ！

コブシコブシコブシコブシ

の冬芽・・・の冬芽・・・の冬芽・・・の冬芽・・・

クチナシの実クチナシの実クチナシの実クチナシの実

色づき・・・色づき・・・色づき・・・色づき・・・

※※※※凍てつく朝は楽しみに！凍てつく朝は楽しみに！凍てつく朝は楽しみに！凍てつく朝は楽しみに！

FS  AAS受賞品種受賞品種受賞品種受賞品種

＊ハボタン‘グラマーレッド’＊ハボタン‘グラマーレッド’＊ハボタン‘グラマーレッド’＊ハボタン‘グラマーレッド’

＊ビオラ＊ビオラ＊ビオラ＊ビオラ ４品種４品種４品種４品種

サザンカサザンカサザンカサザンカ ロード！ロード！ロード！ロード！

＊ｽｲｾﾝの原種です・・＊ｽｲｾﾝの原種です・・＊ｽｲｾﾝの原種です・・＊ｽｲｾﾝの原種です・・

＊松竹梅飾り！

外から見て！

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

見事なハリモミのツリー！見事なハリモミのツリー！見事なハリモミのツリー！見事なハリモミのツリー！

ホルトノキホルトノキホルトノキホルトノキ

＊平賀源内がｵﾘｰﾌﾞと＊平賀源内がｵﾘｰﾌﾞと＊平賀源内がｵﾘｰﾌﾞと＊平賀源内がｵﾘｰﾌﾞと

間違えたらしい・・なるほど・・間違えたらしい・・なるほど・・間違えたらしい・・なるほど・・間違えたらしい・・なるほど・・

ｱﾝｸﾞﾚｸﾑ･ｾｽｷﾍﾟﾀﾞｰﾚｱﾝｸﾞﾚｸﾑ･ｾｽｷﾍﾟﾀﾞｰﾚｱﾝｸﾞﾚｸﾑ･ｾｽｷﾍﾟﾀﾞｰﾚｱﾝｸﾞﾚｸﾑ･ｾｽｷﾍﾟﾀﾞｰﾚ

＊ダーウィンのラン！なぜ！？＊ダーウィンのラン！なぜ！？＊ダーウィンのラン！なぜ！？＊ダーウィンのラン！なぜ！？

＊日本初導入個体！必見！＊日本初導入個体！必見！＊日本初導入個体！必見！＊日本初導入個体！必見！

＊上を見て！＊上を見て！＊上を見て！＊上を見て！ 綿が・・・綿が・・・綿が・・・綿が・・・

＊黄色いツバキだ～！（中国＊黄色いツバキだ～！（中国＊黄色いツバキだ～！（中国＊黄色いツバキだ～！（中国 ・ベトナム原産）・ベトナム原産）・ベトナム原産）・ベトナム原産）

コチョウランの原種！コチョウランの原種！コチョウランの原種！コチョウランの原種！

ソシンロウバイソシンロウバイソシンロウバイソシンロウバイ

キンカチャキンカチャキンカチャキンカチャ

ソシンロウバイソシンロウバイソシンロウバイソシンロウバイ

ツバキ！ツバキ！ツバキ！ツバキ！

紅侘助や数寄屋など紅侘助や数寄屋など紅侘助や数寄屋など紅侘助や数寄屋など

実に美！実に美！実に美！実に美！

ﾂﾊﾞｷ‘紅侘助’ﾂﾊﾞｷ‘紅侘助’ﾂﾊﾞｷ‘紅侘助’ﾂﾊﾞｷ‘紅侘助’

ｽﾄﾗﾝﾊﾞｴｼｱｽﾄﾗﾝﾊﾞｴｼｱｽﾄﾗﾝﾊﾞｴｼｱｽﾄﾗﾝﾊﾞｴｼｱ

＊赤実！＊赤実！＊赤実！＊赤実！

小川沿小川沿小川沿小川沿 工事中です・・工事中です・・工事中です・・工事中です・・

＊ﾋﾞｵﾗ・ﾊﾟﾝｼﾞｰ＊ﾋﾞｵﾗ・ﾊﾟﾝｼﾞｰ＊ﾋﾞｵﾗ・ﾊﾟﾝｼﾞｰ＊ﾋﾞｵﾗ・ﾊﾟﾝｼﾞｰ

で琳派！で琳派！で琳派！で琳派！

（会館前花壇）（会館前花壇）（会館前花壇）（会館前花壇）

オニグルミの芽鱗痕！オニグルミの芽鱗痕！オニグルミの芽鱗痕！オニグルミの芽鱗痕！

＊何に見える！？＊何に見える！？＊何に見える！？＊何に見える！？

生態園・アジサイ園東で・・生態園・アジサイ園東で・・生態園・アジサイ園東で・・生態園・アジサイ園東で・・


