
講座内容
LE C T U R E  C O N T E N T  長居植物園

植物講座 花と緑と自然の情報センター  1F  セミナー室
開催場所

長居植物園にある専門園から 4つの園をピックアップ。

その道で研究してきた専門家や、地域での活動にかかわっている講師がわかりやすく解説します。

世界のシャクヤクの野生種を紹介するとともに、欧米、日本、中国品種
の歴史と文化を説明します。① 5月2日 (土 ) シャクヤク 細木 高志

（一社）フラワーソサイエティー　      島根大学　名誉教授

バラが初めての方も、ベテランの方も、
栽培についての疑問に専門家がアドバイスいたします。② 5月16日 (土 ) バラ 前野 義博

( 有 ) 確実園本園

我が国に自生の多いユリ、その分類と特徴、
それぞれにかかわる文化などを紹介します。③ 6月13日 (土 ) ユリ 横井 邦彦

（一社）フラワーソサイエティー

バラを含む花の香りと効用、香り成分の抽出方法などについても紹介します。④ 10月31日 (土 ) バラ 坂上 奈智子
（一社）フラワーソサイエティー

椿は花、種子、葉、材すべてがいろいろな分野で利用することができます。
特に椿油について搾油方法など、オリーブ油との違い、効能なども学びましょう。⑤ ツバキ 森田 章介

コーベ・カメリア・ソサエティ

長居 花ごよみ 【定員：50名】 時間 受講料13:30 ～ 15:00 500 円
※ 都度受講の料金です。

講師テーマ開催日 内容

2月6日 (土 )
2021年

身近にある植物たちのことをもっと知りたくなる講座。

家庭果樹としてのブドウのつくり方、ブドウの来歴や系統、
ワインなどへの応用方法などを解説します。① 7月5日 (日 ) ブドウ 山下 研介

（一社）フラワーソサイエティー

秋まき野菜は、栽培環境により生育のばらつきがでやすくなります。
そんな秋まき野菜の栽培の落とし穴を解説します。② 9月6日 (日 ) 秋まき野菜 安堂 和夫

（一社）フラワーソサイエティー

シクラメンの来歴と品種、最近の流行、
播種から開花までの管理方法を解説します。種まきの実習もあります。③ 9月27日 (日 ) シクラメン 長村 智司

（一社）フラワーソサイエティー 会長

茶道で用いられる花類の解説、主要な花のつくり方、
管理方法などについて解説します。④ 11月15日 (日 ) 茶花 寺田 孝重

京都造形芸術大学

春まき野菜の栽培方法をそれぞれの野菜の
栽培上の注意点などを中心に解説します。⑤ 春まき野菜 春井 勝

（一社）フラワーソサイエティー

身近な植物講座 【定員：50名】
※ 都度受講の料金です。

時間 受講料13:30 ～ 15:00 500 円

テーマ開催日 講師内容

3月7日 (日 )
2021年

みどりの相談所講習会 【定員：60名】
※ ④は 受講料：1,800円、 定員：25名 です。

観賞価値の高いランを美しく開花させ、元気に育てる方法を学びましょう。① 4月19日 (日 )
ランの
栽培管理

梅雨が似合う花「アジサイ」。剪定のポイントや水やりなど
栽培管理について学び、きれいに花を咲かせましょう。② 6月28日 (日 )

アジサイの
栽培管理

四季ごとの水やりの仕方など、
一年を通じたクリスマスローズの栽培の仕方を学びましょう。③ ９月20日 (日 )

クリスマスローズの
栽培管理

ガーデニングの
基礎知識

早春に開花するフクジュソウで苔山を作りましょう。
受講料：1,800 円、 定員：25名④ 11月29日 (日 )

福山 ～フクジュソウの
苔山づくり～

花が咲かない、実がならない、葉色が悪くなったなどの原因の診断方法や、
用土・肥料・農薬の知識、古い土の再利用方法などについて学びます。⑤ 

時間 13:30 ～ 15:00 受講料 500 円※

2月21日 (日 )
2021年

東野 清
花と緑と自然の情報センター

みどりの相談員

講師テーマ 内容開催日

特別講座  【定員：50名】

年間受講については、裏面をご覧ください。

食材にも薬にもなるチョウセンニンジンとクコについて
学びましょう。実習もあります。7月26日 (日 ) 薬用植物 野崎 香樹、坪田 勝次

武田薬品工業株式会社 京都薬用植物園

講師テーマ開催日 内容

長居植物園講座 【定員：60名】
世界最古の学問といわれている、分類学の楽しさを知るための講座です。
分類学と聞くと難しそうに感じますが、誰にでもできる楽しい学問を始めましょう。

世界に37万種あるといわれる被子植物がどのように進化してきたか紹介します。
1年間学んでいくための導入のお話。① 4月12日 (日 ) 被子植物の進化

ドクウツギ科～ホルトノキ科 6科19属
毒性植物として知られるドクウツギ科や食べられる植物の多いウリ科などを紹介します。② 5月10日 (日 ) 真正双子葉類

ヒルギ科～トウダイグサ科 2科19属
マングローブを構成するヒルギ科と油をとる植物を含むトウダイグサ科を紹介します。③ 6月14日 (日 ) 真正双子葉類

コミカンソウ科～アマ科 7科20属
日本人になじみの深いヤナギ科やスミレ科などを紹介します。④ 7月12日 (日 ) 真正双子葉類

テハリボク科～ミソハギ科 7科18属
変わったからだをもつカワゴケソウ科や鑑賞性の高いミソハギ科などを紹介します。⑤ 8月9日 (日 ) 真正双子葉類

アカバナ科～キブシ科 5科18属
園芸種の多いアカバナ科やおもしろい花をつけるフトモモ科などを紹介します。⑥ 9月13日 (日 ) 真正双子葉類

ウルシ科～センダン科 5科24属
漆器の材料になるウルシ科やくだものとして有名なミカン科などを紹介します。⑦ 10月11日 (日 ) 真正双子葉類

アオイ科～ジンチョウゲ科 2科20属
夏を代表する花のアオイ科と独特の香りをもつジンチョウゲ科を紹介します。⑧ 11月8日 (日 ) 真正双子葉類

ツチトリモチ科～モウセンゴケ科 7科19属
香り高いビャクダン科や食虫植物のモウセンゴケ科などを紹介します。⑩ 真正双子葉類

ナデシコ科～ヒユ科 2科27属
観賞用にも食用にもなるナデシコ科とヒユ科を紹介します。⑪ 真正双子葉類

ハマミズナ科～アジサイ科 8科23属
APG体系で分類が大きく変わったミズキ科やアジサイ科などを紹介します。⑫ 真正双子葉類

フウチョウボク科～アブラナ科 2科26属
あまり知られていないフウチョウボク科と野菜としても種類が多いアブラナ科を紹介します。⑨ 12月13日 (日 ) 真正双子葉類

時間 受講料13:30 ～ 15:00 500 円

※ 都度受講の料金です。

時間 13:30 ～ 15:30時間 受講料 500 円

1月10日 (日 )
2021年

2月14日 (日 )
2021年

3月14日 (日 )
2021年

稲冨 智洋
長居植物園

講師内容テーマ開催日


