
「ものづくりガーデン：手作り品市」「ものづくりガーデン：手作り品市」「ものづくりガーデン：手作り品市」「ものづくりガーデン：手作り品市」

３月２９日（日） 北山門広場 周辺「子どもの目「子どもの目「子どもの目「子どもの目 ————植物と琳派」植物と琳派」植物と琳派」植物と琳派」

期間：３月２１日（土）から３月２９日（日）

会場：植物園会館 ２Ｆ多目的室

概要：子ども達が絵画などで琳派の美を表現！

いよいよいよいよいよいよいよいよ 桜ライトアップ！桜ライトアップ！桜ライトアップ！桜ライトアップ！ ◆３月２８日（土）から◆３月２８日（土）から◆３月２８日（土）から◆３月２８日（土）から ４月１４月１４月１４月１2222日（日）まで開催！◆日（日）まで開催！◆日（日）まで開催！◆日（日）まで開催！◆

※日没から午後９時までライトアップ！ 入園は午後８時まで・・

～ソメイヨシノ に ヤマザクラ、エドヒガン に ヤエベニシダレなどなど～

「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」

期間：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、洋種つばきなど約250点展示

※※※※３／２１（土）園内ツバキ探訪３／２１（土）園内ツバキ探訪３／２１（土）園内ツバキ探訪３／２１（土）園内ツバキ探訪

・植物園会館前集合 13:０0～1４:00

・樹木係員による椿案内

※※※※３／２２（日）ツバキ関連講習会３／２２（日）ツバキ関連講習会３／２２（日）ツバキ関連講習会３／２２（日）ツバキ関連講習会

・植物園会館２階研修室 13:３0～15:00

概要：「アジアのツバキ属の分類と特徴」

※講師：日本ツバキ協会会長 箱田直紀 氏

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！～

「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６回」：第６回」：第６回」：第６回」

会期：３月１４日（土）9時半～12時40分

場所：植物園会館2F多目的室

概要：自分が選んだ１本の木を四季を通じ観察。

※最終回です。子供達の発表を聞いて下さい！！

週刊植物園
（毎週金曜日発行）

９９号９９号９９号９９号

２０１５２０１５２０１５２０１５

３３３３. . . . １３１３１３１３

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！

３月１４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

「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」

期間：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

サギソウサギソウサギソウサギソウ シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム

～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～～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～～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～～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～

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

「第２４回「第２４回「第２４回「第２４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」

期間：３月２７日（金）から４月１２日（日）

会場：観覧温室 ジャングル室

「「「「カンアオイ展」カンアオイ展」カンアオイ展」カンアオイ展」

期間：３月２７日（金）から３月２９日（日）

会場：植物園会館 展示室

＊＊＊＊28282828日：絶滅危惧種日：絶滅危惧種日：絶滅危惧種日：絶滅危惧種講演会講演会講演会講演会 植物園会館２Ｆ研修室

・10:30～12:00  「四国のｶﾝｱｵｲ」 寺峰 牧氏

・13:20～13:50  「タキイ農場の紹介」 ﾀｷｲ種苗(株)

・13:50～14:20 「京都府立植物園の絶滅危惧植物調査」

当園職員

・14:30～16:00 「小笠原諸島の絶滅危惧植物」村上哲明氏



ﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷﾂﾊﾞｷ

‘有楽’‘有楽’‘有楽’‘有楽’

クリスマスローズ

スイセン

ビオラ

ｽｲｰﾄ ｱﾘｯｻﾑ

ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ

ﾊﾟﾙﾄﾞｻﾑ

ケール

ハボタン

【【【【梅梅梅梅 林林林林】】】】

・楊貴妃・楊貴妃・楊貴妃・楊貴妃

玉牡丹、寒衣・・玉牡丹、寒衣・・玉牡丹、寒衣・・玉牡丹、寒衣・・

＊７～８分咲＊７～８分咲＊７～８分咲＊７～８分咲

き！き！き！き！

ブルグマンシアetc・・・

ハゴロモキンポウゲ

ﾌﾟﾘﾑﾗ ｵｰﾘｷｭﾗ

キンシャチ

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ

ネペンテスや ﾑｼﾄﾘｽﾐﾚ

カカオ

バナナ

ﾂﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ ﾏｲｿﾚﾝｼｽ

ﾃｺﾏﾝﾃ ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾌｨﾗ

ｳﾅｽﾞｷﾋﾒﾌﾖｳ

ｱﾙﾃﾞｨｼｱ ﾋﾟﾗﾐﾀﾞﾘｽ

ブロウネア アリザ

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

ユッカ ロストラタ

ｼｸﾗﾒﾝ ｺｳﾑ
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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
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15

＊橙黄色花！＊橙黄色花！＊橙黄色花！＊橙黄色花！

ｹﾞﾝｶｲﾂﾂｼﾞ ８

フキノトウ ７、１４

ﾕｷﾜﾘｲﾁｹﾞ １、１１

フクジュソウ ３ ,５
オウレン ９

ザゼンソウ ７

ワサビ ７

キヌヤナギ ８

ネコヤナギ ７

「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！

「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・・

＊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・・

スイセンスイセンスイセンスイセン

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

＊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！

ﾃｺﾏﾝﾃ

ﾍﾞﾇｽﾀ

ツバキ！ツバキ！ツバキ！ツバキ！

桃色雪中花や有楽など桃色雪中花や有楽など桃色雪中花や有楽など桃色雪中花や有楽など

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）

トサミズキトサミズキトサミズキトサミズキ

＊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！

＊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！

＊食虫植物だ～＊食虫植物だ～＊食虫植物だ～＊食虫植物だ～

マンサク！マンサク！マンサク！マンサク！

＊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！

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）

正門花壇に正門花壇に正門花壇に正門花壇に

白象現る！琳派！白象現る！琳派！白象現る！琳派！白象現る！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・・

ﾎﾞｰﾓﾝﾃｨｱ ﾑﾙﾃｨﾌﾛﾗ

白花！

カンザクラカンザクラカンザクラカンザクラ

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’

カンザクラカンザクラカンザクラカンザクラ

＊ﾆｭｰｷﾞﾆｱ原産。濃紅色の筒状花・・＊ﾆｭｰｷﾞﾆｱ原産。濃紅色の筒状花・・＊ﾆｭｰｷﾞﾆｱ原産。濃紅色の筒状花・・＊ﾆｭｰｷﾞﾆｱ原産。濃紅色の筒状花・・

＊赤花！ヒメフヨウの変種・・＊赤花！ヒメフヨウの変種・・＊赤花！ヒメフヨウの変種・・＊赤花！ヒメフヨウの変種・・

＊入ってすぐ！目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！＊入ってすぐ！目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！＊入ってすぐ！目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！＊入ってすぐ！目の前に黄と紅のｺﾝﾄﾗｽﾄ！

＊原種ｼｸﾗﾒﾝ！可憐・・＊原種ｼｸﾗﾒﾝ！可憐・・＊原種ｼｸﾗﾒﾝ！可憐・・＊原種ｼｸﾗﾒﾝ！可憐・・

ミツマタ！ミツマタ！ミツマタ！ミツマタ！

（あじさい園、生態園ほか）（あじさい園、生態園ほか）（あじさい園、生態園ほか）（あじさい園、生態園ほか）

クロッカスクロッカスクロッカスクロッカス

ソランドラ

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾌﾛﾗ

ﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽ ﾘｸﾞﾘｸｽﾘｸﾞﾘｸｽﾘｸﾞﾘｸｽﾘｸﾞﾘｸｽ

ﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽ ﾎﾞｯｺﾈｲﾎﾞｯｺﾈｲﾎﾞｯｺﾈｲﾎﾞｯｺﾈｲ

ﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽﾍﾚﾎﾞﾙｽ ｵﾄﾞﾙｽｵﾄﾞﾙｽｵﾄﾞﾙｽｵﾄﾞﾙｽ
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