Îï®µ¸ǽ²°±±ࢳ±ఌ

ʠʔ
日本の冷温帯落葉広葉樹林を代表するブナ林は、富山県内では標高 500 ｍぐらいから上部に分布します。新しい
葉はまだ雪が残っている晩春から初夏にかけて展開します。
「残雪のブナ林を行く」 撮影 / 南端外治さん（第 13 回私の植物写真展応募作品）

ᵏ உ῍ ᵑ உỉἇὅἻỶἚἭὊἽޒᅆ

ẐૅỆẼễỮẻౡཋޒẑ ᵏ உ ᵐᵔ ଐί൦ὸộỂ͵

ラビット・イヤー・オーキッド

றࢳɁࢱୈ
Ȉ߇ȉȻ̾ࢳɁࢱ
ୈȈȉȾȴȽ
ɦȳջҰɁ࿎
ɗȰɁɎȞɁࢱ
ୈȾȴȽɦȳ
࿎ɥࠕᇉȪɑȬǿ

カランコエの仲間「黒兎耳」

Ẑ ᵐᵐ ࠰ࡇᄂᆮႆᘙޒẑ ᵏ உ ᵐᵖ ଐᵆᵇẦỤ ᵑ உ ᵐ ଐί൦ὸ
˹܄࿎ٛɁᐳ׆ȟஓȧɠȞɜᚐȶȹȗɞ࿎ɗȠɁȦȾᩜȬɞᝩ౼ˁᆅሱɁɥɢȞɝɗ
ȬȢʧʃʉ˂ȾɑȻɔȹࠕᇉȪɑȬǿ

ᩜᣵᚐ̜

Ȉࢲ ²² ࢳ࣊ᆅሱᄉ᚜͢ȉ
ஓᴷ±ఌ³°ஓ
ᴥஓᴦǽ±³ᴷ°°ᵻ±¶ᴷ°°
کᴷከျᆅεᴯ᪡ᆅε
ް׆ᴷµ°ջ

昨年の研究発表展のポスター

Ẑἢỿޒẑ
ᵐ உ ᵏᵏ ଐίὸ῍ ᵑ உ ᵐ ଐί൦ὸ
˹ّԧᅁɁʒɰʎʚɷȻȰɁ୫ԇɥጳ̿ǿȰɁɎȞ
ஓటɁʎʚɷɁٛᓻֿሗɁᦷ࿎ɥࠕᇉȪɑȬǿ

トウツバキ 一品紅

トウツバキ 菊弁

トウツバキ 獅子頭

トウツバキ 紫袍

中国雲南省大理市のツバキ祭

トウツバキのデザインの民族衣装

日本のツバキの園芸品種 卜伴

日本のツバキの園芸品種 羽衣

ᇹ ᵑᵗ ޛ݈ׅჄᖅộếụ ˟ٻᾂ உᾃ ଐίὸ῍ ᾅ ଐίଐὸ

˟ɶỊἻὅỉ
ұ٥ἅὊἜὊửᚨᴿ
ߋࠞᅇᘈԦ͢ȻцպȺᩒϸȪɑȬǿȦɁఙ
ȾȧɠɁูʳʽǾూูʳʽǾႆʳʽȽȼ
³µ° ཟᠯțɞʳʽȟҋֿȨɟɞߋࠞᅇఊ۾Ɂʳ
ʽࠕȺȬǿูʳʽɁᕜᲲȽ˰ႜǾూูʳʽɁ֪
Ɂ˰ႜɥȝഒȪɒȢȳȨȗǿ
̾وɂైࡆᄽ̿ᴥ̷ᴦȞɜ࿎ٛȾ߆᠙
ȨɟȲʳʽɁҒਖ਼ɽʶɹʁʱʽɕպȾࠕᇉȪ
ɑȬǿైࡆɂ߂ॅᔀȾȝȗȹʳʽɁڗከ
ျɥߩᩌȻȨɟǾᣝᐳऻȾʳʽɁҒਖ਼ɥՖᪿȪ
ɂȫɔɜɟɑȪȲǿّҝȾҒਖ਼ɥґ᭒ˁျȨ
ɟȲȳȤȺȽȢǾҒਖ਼ȾԱҥȨɟȲʳʽɁሗ᭒
ɕպްȨɟȹȝɝǾȕɑɝᄻȾȬɞȦȻȟȽȗ
៱ȽɽʶɹʁʱʽȻ९ɢɟɑȬǿ
ࢲ ±¸ ࢳȾͅႜȨɟȲऻǾȧᤤɛɝ̷Ȼ
̬ํɁȕȶȲߋࠞᅇ˹܄࿎ٛȾ߆᠙ȨɟɑȪȲǿ
昨年の展示作品から

ᩜᣵᚐ̜
Ƕផ͢ȈʳʽɁțఉțȻከျȉ
³ఌµஓᴥ٠ᴦ
ǽǽǽḧ±°ᴷ³°ᴪ±²ᴷ°°ǽḨ±³ᴷ³°ᴪ±µᴷ°°
³ఌ¶ஓᴥஓᴦ
ǽǽǽḧ±°ᴷ³°ᴪ±²ᴷ°°ǽḨ±³ᴷ³°ᴪ±µᴷ°°
کᴬ˹܄࿎ٛᆅε
ផ࢙ᴬߋࠞᅇᘈԦ͢͢׆
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ႑ᣅ˪ᛵǾᐱផི୳

企 画 展

ẐఞửỚẆᑶỆᣓạ
ᴾᴾḘἇἁἻỆẼễỮẻỚཋޒẑ
ᵑ உ ᵏᵏ ଐίὸợụ͵
ಡ຺ɗಡɁᮓɝɥȷȤȲറȁȽ᭬ɒ࿎ɁࠕᇉǾ
ȈಡȉɁᧇɁஓటᥕɥጳ̿ȪɑȬǿ

ᵏஉ῍ᵑஉỉấờễỶἫὅἚ

ẐౡཋטỂἢὊἛỸỻἕἓὅἂẑ
࿎ٛюɁȾɂȦɁఙ۹ȢɁɵʬȟ᭣఼ȪǾ
ȰɁሗ᭒ǾୣȻɕȾᅇюୣȺȬǿஓట᱖Ɂ
͢ߋࠞȻɁцϸȺǾٛюɁȾᪿɑɞ෩᱖Ɂ
᱖ȻնɢȮȹǾȧɠɁ࿎ɥಘюȪɑȬǿ

ᾁஉᵏᵑଐίଐὸὉᵐᵎଐίଐὸ
ẅẅẅẅẅẅɲଐểờ Ҝࢸ ᵏᵑᾉᵑᵎ῍ᵏᵓᾉᵑᵎ
ئẅẅἛἼỴἋἭὊἽὉטϋ
ܭẅՃẅẸủẹủᵑᵎӸίᙲᩓᛅဎᡂỚὸ
Ӌьᝲẅ૰ẆẺẻẲλט૰ầ࣏ᙲỂẴẇ

Ǫቼ ±¸  وÔÏÙÁÍÁ ࿎ٛʟɳ˂
ʳʪᩒϸ
̾ࢳ࣊Ɂʟɳ˂ʳʪɂቼ±°و
ႆ࿎۹റॴసጙ፻ጙّ͢ឰᴥᵀᵌ
ᵍ±°ᴦɁᩒϸᴥջաࠎࢍᴦȾնɢȮ
ȹǾ
ȈߋࠞɁႆȠ࿎Ȳȴɂ̾eee᥅٠
Ɂႆ࿎۹റॴɥᐎțɞȉȻᭉȪȹ
±°ఌ³ஓȾᩒϸȨɟɑȪȲǿߋࠞ
ᅇႆ࿎͢ޙȻɁцϸȺǾ࿎ɥɂ
ȫɔᅇюɁӦ࿎ǾᘖǾ᱖᭒ȽȼɁ
±°ջɁߩᩌɁʛʗʴʃʒȾɛȶ

ȹǾᅇюɁႆ࿎۹റॴɁးɁڨ
֖ȻᝥᭉȾȷȗȹɁឰᝲȟᎱɝࢿ
ȥɜɟɑȪȲǿȰɁ˹ȺǾୣߵȽȗ
ߩᩌȳȤȺɂးɥੰ૱ȬɞɁ
Ⱦ᪅ႜȟȕɝǾɬʨʋʯɬɁȞ
ɜɁষڨȟ៱ȺȕɞȦȻȟଊ
ȨɟǾষڨ૬ΖɋɁԦӌȟ֣ɆȞ
ȤɜɟɑȪȲǿ
ǪʹʉɥጨయȻȪȲଡ଼ᑎʡʷɺʳ
ʪᩒϸ

±±ఌ²´ஓȾණႎᗧֿ̱᥆ᗧႊ
࿎ٛຝᣃ୭Ұٛᩋɥផ࢙Ⱦȝગ
ȠȪȹǾʹʉɁ࿑ॴȻҟႊศˁʹʉ
ɥጨయȻȪȲଡ଼ᑎʡʷɺʳʪɁጳ
̿ȻȟஃȨɟɑȪȲǿǽछ
ஓɂ࿎ٛᐳ׆ɁɎȞǾ࿎ٛՓ
Ɂ͢͢׆ɁȟՎӏȪǾʹʉȾȷ
ȗȹɁᅺឧɥɔɞȦȻȟȺȠɑ
ȪȲǿ̾ऻ࿎ٛɁᚐ̜Ⱦȝȗȹ
̾وɁʡʷɺʳʪɁ๊ႊȟఙशȨ
ɟɑȬǿ

ᆅሱጳ̿ǳȊࠞࢲڛȾȝȗȹᬊࣄȾ͇ᅔȪȹધᣅɑɟɞ۶఼࿎Ɂሗފȋ
һ˿ࢷᆅሱ׆ǽࠞ˩ߧ̅
ࢲ ±¸ ࢳɛɝࠞᒲུί឴ʅʽʉ˂ȻɁцպᆅ

ȟɝɑȪȲǿȦɁȦȻɂࣳछȽȼȾоȶȹȗ

ሱȺǾպʅʽʉ˂ᴰ᪡ҋоՠɁʟʷɬʨʍʒȾໆ

ɞʒʨʒɥȼȦȞȺᕶȻȪǾȰɁ˨ɥᜊбȟඬ

ɑɞᬊࣄȾȷȗȹȠȲ٠ɥوՖȪǾ࿎ٛȾȝȗ

ȗȹȗɞȦȻȟລȨɟɑȬǿɑȲǾɴɴʚɮʖ

ȹȰɁ٠ȞɜᄉᓾȬɞ࿎ɥᝩ౼ȪȹȗɑȬǿ±¸

ʝʹɂฏᎆȞɜ˹ّԧǾూԧɬʂɬȾȞȤȹґ

ࢳ࣊ɂ̙϶ᝩ౼ȻȪȹஃȪȲȻȦɠǾʒʨʒɗ

ࢎȬɞɮʋʂɹɁ͓ᩖȺǾȦɁᬂᴥ࿑Ⱦоࠞᐐ

ɴɴʚɮʖʝʹȽȼట఼ࠞȾɂᒲႆȪȹȗȽȗ

ୣɁ۹ȗիຽȞɜɁժᑤॴȟ۾ȠȗȻ९ɢɟɞᴦ

࿎ȟ۹ୣᄉᓾȪȹȠɑȪȲǿ±¹ ࢳ࣊Ȟɜɂࠞ

ȞɜɁᜊбȾɛȶȹધᣅɑɟȲȻᐎțɜɟɑȬǿ
ȦɟɜɁሗ᭒͏۶ȺɂǾȬȺȾൈᯚ ²´µ°í Ɂ
ڛȾΞоˁްᅔȪȹȗɞɴɴʚɽɗʃʄʫʘɵʉ
ʝʳȽȼɁɎȞǾڛȺɂɑȳᆬᝓȨɟȹȗȽȗ

室堂ターミナル出入口のマット。多くの入山者はここ
を通ってから散策する。

ࢲɁᡅϲ᫆ᔯɁʫʜʁʚȽȼȟ۹ୣᄉᓾȪȹ
平成 20 年度に回収した土から発芽したミニトマト。

ȠɑȪȲǿȦɟɜɁሗފȟ॒ȭȪɕڛȺᄉᓾȬ
ɞɢȤȺɂȕɝɑȮɦȟǾਾȁɂིឧɁșȴȾ

ᒲུί឴ʅʽʉ˂ɁᩒᮁȪȹȗɞ ´ ఌ˹Ȟɜ ±±

ڛȾట఼ႆᑎȪȹȗȽȗ۶఼࿎ɥᤆɦȺȗɞ

ఌ˨ɑȺɁᩖȝɛȰᴮʿఌȧȻȾ٠ɥوՖȪȹǾ

ȦȻȾȽɝɑȬǿ

պറɁᄉᓾᝁ᮷ɥஃȪɑȪȲǿȰɁऻɕʒʨʒ

ȦɁᆅሱȟɕȻȾȽɝǾᩋᅇȺɕպറɁᝩ౼

ȟᴯࢳᩖᄉᓾȪᴥќᅊᴦǾȗȭɟɕႱȽɞֿሗɁ

ȟஃȨɟɞɛșȾȽȶȲɎȞǾɬʵʤʽʵ˂ʒ
Ɂуц̬ᣮൡᩜɁᮟɗʚʃϦȽȼȾɕᬊࣄɁ٠ɥ
ᕶȻȬʨʍʒȟᜊб͢ᇋɁԦӌȾɛȶȹᜫᏚȨɟ
ɞɛșȾȽɝɑȪȲǿȦɁȲɔǾࠞȾ˨ȟɞҰ
ȾሗފɁધᣅɒɥ᩻ȣȦȻȟժᑤȻȽɝǾ²± ࢳ࣊
Ȟɜɂࠞᒲུί឴ʅʽʉ˂ȺɁʨʍʒȾໆɑɞ
٠ȞɜᄉᓾȬɞ࿎Ɂሗ᭒ɗୣᦀɂǾ͏ҰȻɌ
ɞȻȞȽɝߵȽȢȽɝɑȪȲǿ
ȨɜȾ ²² ࢳ࣊ȞɜɂȦɁɛșȽᄉᓾᝁ᮷Ȼ˶ᚐ
ȪȹǾൈᯚ ±¶°°í ͇ᣋᴥःศᴦȞɜڛɑȺɁ
ୠኍᡅɗᤍᡅȽȼȾΞоȪȹȗɞ۶఼࿎Ɂᝩ౼

植物園の温室内で発芽後 1 年で開花するまで成長した
オオバイヌビワ。

ɕஃȪǾ۶఼࿎ɁՍ๊ӦɁՎᐎȻȽɞʑ˂
ʉɥՖᪿȪȹȗɑȬǿ

Ǫ͙႕ࠕᇉǽɿʽʳɮʒʥ˂ʵ
ᴥ¹ᴷ°°ᵻ±·ᴷ°°Ǿ
ᴮఌ˹ɂ±¶ᴷ³°ɑȺᴦ

ȈࢱୈȾȴȽɦȳ࿎ࠕȉ
±²ఌ±·ஓ
ᴥᦂᴦ
ᵻ±ఌ²¶ஓ
ᴥ෩ᴦ
ࢱୈȾȴȽɦȺȈ߇ȉȻȈȉɁջҰɁ
ȷȗȲ࿎ɥࠕᇉȪɑȬǿоٛ୳ȟ
॒ᛵȺȬǿ

࿎ٛȺʚ˂ʓɰɳʍʋʽɺ
ǳᛵ႑ᣅ
²ఌ±³ஓ
ᴥஓᴦ
ˁ²°ஓ
ᴥஓᴦ
±³ᴷ³°ᵻ±µᴷ³°
࿎ٛюɁȾᪿɑɞ෩᱖ɥᜊߔȪ
ɑȬǿ
کᴬ࿎ٛюǽ
ް׆ᴬյ³°ջ
Վӏ៵ᴬི୳
оٛ୳ȟ॒ᛵȺȬǿ

Ȉࢲ²²ࢳ࣊ᆅሱᄉ᚜ࠕȉ
±ఌ²¸ஓᴥ෩ᴦᵻ³ఌ²ஓᴥ෩ᴦ
࿎ٛɁᐳ׆Ⱦɛɞᝩ౼ˁᆅሱɁ
ɥࠕᇉጳ̿ȪɑȬǿоٛ୳ȟ॒ᛵ
ȺȬǿ

Ȉʎʚɷࠕȉ
²ఌ±±ஓᴥᦂᴦᵻ³ఌ²ஓᴥ෩ᴦ
ஓటɁʎʚɷɁٛᓻֿሗɁᦷțȻ
˹ّԧᅁɁʒɰʎʚɷɁࠕᇉȻȰ
Ɂ୫ԇɥጳ̿ȪɑȬǿоٛ୳ȟ॒ᛵ
ȺȬǿ

Ƕڗផ͢
ȈʳʽɁțఉțȻከျȉ
ǽ³ఌµஓ
ᴥ٠ᴦ
ḧ±°ᴷ³°ᵻ±²ᴷ°°Ǿ
Ḩ±³ᴷ³°ᵻ±µᴷ°°
ǽ³ఌ¶ஓ
ᴥஓᴦ
ḧ±°ᴷ³°ᵻ±²ᴷ°°Ǿ
Ḩ±³ᴷ³°ᵻ±µᴷ°°
کᴬᆅε
ផ࢙ᴬߋࠞᅇᘈԦ͢͢׆
ް׆ᴬյµ°ջ
छஓՙ͇ǿ

ǳᛵ႑ᣅǽ̜ҰɁ႑ᣅȟ॒ᛵȺȬǿ
ҰஓɑȺȾ
Ȉᝈȉ
Ⱥȝ႑ᣅɒȢȳȨȗǿ
ǶԱɂʦʳʽʐɭɬ᭴ផ࣋ȺȬ

友の会会員募集中!
Ǫ࿑ъǽ͢ᜳ׆ɥᇉȪɿɮʽȬɞȳ
ȤȺоٛȺȠɑȬǿ
ᴬ͢ڨɗ࿎ٛȳ
ɛɝȟᣞɜɟȹȠɑȬǿ
ᴬ۹थȽՓɁ
͢Ɂᚐ̜ȾՎӏȺȠɑȬǿ
ᴬԱҥ࿎ɥ
ҾऀȺ᠔оȺȠɑȬǿ
Ǫ͢៵ǽࢳᭊ³¬°°°яǿµఌ͏᪃Ǿ
ȾӏоȨɟɞɂқࢳ࣊͢៵ɁҾ
ऀɥՙȤɜɟɑȬǿ
Ǫо͢ศǽ࿎ٛɁоٛሻՠȺ᪢
ՙȤ͇ȤȹȗɑȬǿ

Ǫఌᚐ̜
Ȉቼ³¹ࠞߋوᅇᘈɑȷɝ͢۾ȉ

፲Ɂɽʽɿ˂ʒ
³ఌ´ஓᴥᦂᴦ
ᵻ³ఌ¶ஓ
ᴥஓᴦ
±ఌ ¸ ஓᴥ٠ᴦǽ±±ᴷ°°ᵻ±²ᴷ°°
ߋࠞᅇᘈԦ͢ȻɁцϸȾɛɞูʳʽ
²ఌ µ ஓᴥ٠ᴦǽ±±ᴷ°°ᵻ±²ᴷ°°
ɥɂȫɔȦɁޖኮȾᩒᓹȬɞూูʳ
³ఌ±²ஓ
ᴥ٠ᴦǽ±´ᴷ°°ᵻ±µᴷ°°
ʽȽȼɥࠕᇉȪɑȬǿ
ȈʳʽɁڗផ ᴥछқ³ఌɂቼᴮ٠௷ɥ̙ްȪȹȝ
͢ȉ
ɕȕɝɑȬ
ᴥផ͢ɁඊՎྃᴦ
ǿ ɝɑȪȲȟǾᘈɑȷɝ͢۾ɁȲɔǾ
оٛ୳ȟ॒ᛵȺȬǿ
±²ஓᴥ٠ᴦ±´ᴷ°°ᵻȾ۰ȻȽɝɑ
ȪȲǿ
ᴦ
Ȉಡɥ᭬ɒǾᓹȾᥖș
ᩒϸکᴬ࿎ٛю
źɿɹʳȾȴȽɦȳ᭬ɒ࿎ࠕȉ
Վӏ៵ᴬоٛ୳ȟ॒ᛵ
³ఌ±±ஓᴥᦂᴦᵻ
ໝดԥɁʁʽʅɿɮʀ˂ȺȬǿ
ಡ຺ɗಡɁᮓɝɥȷȤȲറȁȽ᭬ɒ
࿎ɥࠕᇉȪɑȬǿ
оٛ୳ȟ॒ᛵȺȬǿ ஓ௷࿎ಘю
±ఌ±¶ஓ
ᴥஓᴦǾ²ఌ¶ஓᴥஓᴦǾ
Ǫផ࣋ˁផ͢
³ఌ¶ஓᴥஓᴦȗȭɟɕᩖɂ±³ᴷ³°
Ƕࢲ²²ࢳ࣊ᆅሱᄉ᚜͢
ᵻ±´ᴷ³°
±ఌ³°ஓᴥஓᴦ
ǽ±³ᴷ°°ᵻ±¶ᴷ°°
ᪿնکᴬɿʽʳɮʒʥ˂ʵ
Ȉ²²ࢳ࣊ᆅሱᄉ᚜ࠕȉȺጳ̿Ȫȹȗ
Վӏ៵ᴬоٛ୳ȟ॒ᛵ
ɞ࿎ٛɁᐳ׆ȟஓȧɠᚐȶȹȗɞ
࿎ٛʦʳʽʐɭɬȟᬰɁ࿎Ƚ
ᆅሱɁɥɢȞɝɗȬȢᜓᝢȪɑ
ȼٛюɥಘюȪɑȬǿ
Ȭǿ
کᴬᆅε
Վӏ៵ᴬི୳
ް׆ᴬµ°ջ
入園料

開園時間 9:00〜17:00
（入園は16:30まで）
（11月〜1月は9:00〜16:30、
入園は16:00まで）
休園日 毎週木曜日
（4月中と祝日の場合は
開園）
、
年末年始
（12月28日〜1月4日）

大人（一般および大学生）600円
480円
団体料金（20名以上)
高校生以下無料
冬季入園料（12月〜2月）
大人（一般および大学生）400円
320円
団体料金（20名以上)
高校生以下無料

交通案内 JR富山駅から、
富山地鉄バス
「ファボー
レ経由萩の島循環」または「ファボーレ経由速
星行き（休日のみ）」に乗車し「中央植物園口」
停留所下車、徒歩約12分／富山市中心部より
車で約15分／北陸自動車道富山インターより
車で約15分／JR速星駅より車で約8分
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