
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！～

「第５５回「第５５回「第５５回「第５５回 つばき展」つばき展」つばき展」つばき展」

会期：３月２１日（土）から３月２２日（日）

会場：植物園会館展示室

概要：京の名椿など椿切り枝約２５０点展示。

※３／２１（土）園内ツバキ探訪 13時から 植物園会館前集合

※３／２２（日）ツバキ関連講習会 13時半から 会館２F研修室

「アジアのツバキ属の分類と特徴」 箱田直紀氏

「「「「第３回第３回第３回第３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１３日（金）～２月２２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～

「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。（無料）

* 申込先：京都府立植物園 TEL  075-701-0141

「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６回」：第５回・第６回」：第５回・第６回」：第５回・第６回」

第５回：２月２１日（土）9時半～12時40分

第６回：３月１４日（土） 〃

・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）。

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/

行事予定と見どころ案内をお届けします。行事予定と見どころ案内をお届けします。行事予定と見どころ案内をお届けします。行事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！

２月２１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！いただけるお得なチケットです！いただけるお得なチケットです！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

「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2１日（土）13:00～15:00

会場：植物園会館2階 研修室

概要：「海の京都の特産品～丹後あかもく～」

「ｶﾗﾌﾙﾅな野菜・果物に宿るﾁｶﾗ」

府農林水産技術センター 他

「根の観察会！モグラの目で見よう！」

※ふだん見られない樹木の根を当園の樹木医の樹木の根を当園の樹木医の樹木の根を当園の樹木医の樹木の根を当園の樹木医の

解説を聞きながら観察！解説を聞きながら観察！解説を聞きながら観察！解説を聞きながら観察！ 樹勢回復作業！樹勢回復作業！樹勢回復作業！樹勢回復作業！

※※※※ ２／２８（土）２／２８（土）２／２８（土）２／２８（土） ・・・・ ３／１（日）３／１（日）３／１（日）３／１（日）

午前の部10:00～10:45 ・ 午後の部13:00～13:45

植物園会館前集合です。

「第１０回「第１０回「第１０回「第１０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２７日（金）から３月１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（日）３／１（日）３／１（日）３／１（日） 園芸市講演会園芸市講演会園芸市講演会園芸市講演会

於）植物園会館研修室 １３時半～１５時

「クリスマスローズについて」 横山直樹氏

「第２３回「第２３回「第２３回「第２３回 春蘭展」春蘭展」春蘭展」春蘭展」

会期：３月６日（金）から３月８日（日）

会場：植物園会館展示室

概要：シュンラン約１００点展示。即売有り。

※※※※３／８（日）春蘭展関連講習会３／８（日）春蘭展関連講習会３／８（日）春蘭展関連講習会３／８（日）春蘭展関連講習会 会館２Ｆ 13:時半

「第２８回「第２８回「第２８回「第２８回 早春の山野草展」早春の山野草展」早春の山野草展」早春の山野草展」

会期：３月１２日（木）から３月１６日（月）

会場：植物園会館展示室

概要：山野草約２５０点展示。即売有り。

※※※※３／１５（日）山野草展関連講習会３／１５（日）山野草展関連講習会３／１５（日）山野草展関連講習会３／１５（日）山野草展関連講習会

・植物園会館２Ｆ研修室 13時半～15時

「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」

３月２９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

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

～ｻｷﾞｿｳから見る環境保全と生物多様性～ｻｷﾞｿｳから見る環境保全と生物多様性～ｻｷﾞｿｳから見る環境保全と生物多様性～ｻｷﾞｿｳから見る環境保全と生物多様性

絶滅危惧種について～絶滅危惧種について～絶滅危惧種について～絶滅危惧種について～

会期：３月１４日（土）13時半～

会場：植物園会館 ２階研修室

※京都府立大学、笠置中学、木津高校、植物園
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ナルキッスス

・カンタブリクス

＊煮込み、天ぷら、サラダ＊煮込み、天ぷら、サラダ＊煮込み、天ぷら、サラダ＊煮込み、天ぷら、サラダ

何でもこい！何でもこい！何でもこい！何でもこい！

【【【【梅梅梅梅 林林林林】】】】

・八重寒紅・八重寒紅・八重寒紅・八重寒紅

玉牡丹など！玉牡丹など！玉牡丹など！玉牡丹など！

ブルグマンシアetc・・・

ハゴロモキンポウゲ

キンシャチ

キンカチャ
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ネペンテスや ﾑｼﾄﾘｽﾐﾚ

カカオ
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ブロウネア アリサ

アマゾンユリ

ﾄﾘﾌﾟﾗﾘｽ ｸﾐﾝｷﾞｱﾅ

サラカ・ディウェス

見頃の植物見頃の植物見頃の植物見頃の植物
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15

＊橙黄色花！＊橙黄色花！＊橙黄色花！＊橙黄色花！

セツブンソウ 1,15
バイカオウレン １

セリバオウレン １

フキノトウ ７，１４

ミスミソウ ３

ﾕｷﾜﾘｲﾁｹﾞ １

フクジュソウ ３ 他

「高山植物室」「高山植物室」「高山植物室」「高山植物室」
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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etc！

ﾌﾚｷﾈﾃｨｱ

ﾑﾙﾃｨﾌﾛﾗ

「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」「昼夜逆転室」

＊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

ヤマコウバシの葉！ヤマコウバシの葉！ヤマコウバシの葉！ヤマコウバシの葉！

生態園生態園生態園生態園 ほかほかほかほか

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

コブシコブシコブシコブシ

の冬芽・・・の冬芽・・・の冬芽・・・の冬芽・・・

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

＊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・・

＊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！

＊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～！（中国原産）原産）原産）原産）

ハランアナナス

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

ツバキ！ツバキ！ツバキ！ツバキ！

桃色雪中花や桃色雪中花や桃色雪中花や桃色雪中花や有楽など有楽など有楽など有楽など

実に美！実に美！実に美！実に美！

「早春の草花展」「早春の草花展」「早春の草花展」「早春の草花展」

世界の春！！世界の春！！世界の春！！世界の春！！

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）

スイセンスイセンスイセンスイセン

コブクザクラコブクザクラコブクザクラコブクザクラ

シナマンサク！！シナマンサク！！シナマンサク！！シナマンサク！！

＊ﾃｷｻｽ州～ﾒｷｼｺ原産！＊ﾃｷｻｽ州～ﾒｷｼｺ原産！＊ﾃｷｻｽ州～ﾒｷｼｺ原産！＊ﾃｷｻｽ州～ﾒｷｼｺ原産！

スイセンスイセンスイセンスイセン

ﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷ

‘有楽’‘有楽’‘有楽’‘有楽’

＊織田信長の弟＊織田信長の弟＊織田信長の弟＊織田信長の弟

が愛でたﾂﾊﾞｷが愛でたﾂﾊﾞｷが愛でたﾂﾊﾞｷが愛でたﾂﾊﾞｷ

＊重量感ある真っ赤な花！＊重量感ある真っ赤な花！＊重量感ある真っ赤な花！＊重量感ある真っ赤な花！

＊白花！雄しべに注目！芳香も＊白花！雄しべに注目！芳香も＊白花！雄しべに注目！芳香も＊白花！雄しべに注目！芳香も

＊食虫植物だ～＊食虫植物だ～＊食虫植物だ～＊食虫植物だ～

日本日本日本日本のマンサクのマンサクのマンサクのマンサク

も咲き始め！も咲き始め！も咲き始め！も咲き始め！

ﾌｷﾉﾄｳﾌｷﾉﾄｳﾌｷﾉﾄｳﾌｷﾉﾄｳ

＊見上げて！＊見上げて！＊見上げて！＊見上げて！

ｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞ

園内各所で園内各所で園内各所で園内各所で

咲き始め・・咲き始め・・咲き始め・・咲き始め・・

＊赤花＊赤花＊赤花＊赤花

ﾈﾍﾟﾝﾃｽﾈﾍﾟﾝﾃｽﾈﾍﾟﾝﾃｽﾈﾍﾟﾝﾃｽ（食虫植物）（食虫植物）（食虫植物）（食虫植物）

フクジュソウフクジュソウフクジュソウフクジュソウ ！！！！

正門花壇に正門花壇に正門花壇に正門花壇に

白象現白象現白象現白象現るるるる！琳派！！琳派！！琳派！！琳派！

イベリス・アリッサムイベリス・アリッサムイベリス・アリッサムイベリス・アリッサム

ビオラ・・ビオラ・・ビオラ・・ビオラ・・

＊真っ赤！＊真っ赤！＊真っ赤！＊真っ赤！

サキシマスオウノキ

の板根！！

＊ｺﾛﾝﾋﾞｱ＊ｺﾛﾝﾋﾞｱ＊ｺﾛﾝﾋﾞｱ＊ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｱﾝﾃﾞｽ山地原産！白花！ｱﾝﾃﾞｽ山地原産！白花！ｱﾝﾃﾞｽ山地原産！白花！ｱﾝﾃﾞｽ山地原産！白花！

寒寒寒寒桜桜桜桜 咲き始め！咲き始め！咲き始め！咲き始め！

ﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷ

‘‘‘‘桃色雪中花桃色雪中花桃色雪中花桃色雪中花’’’’

セツブンソウセツブンソウセツブンソウセツブンソウ


