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ごよみ １１・１２月に見ごろを迎える植物のある
代表的な都立公園をご紹介いたします。

サザンカツワブキ

11
月

１2
月

イチョウ（黄葉）
ハゼノキ（紅葉）
ツワブキ
メタセコイア（紅葉）
雑木林（紅葉）
サザンカ

秋留台公園、光が丘公園、日比谷公園、代々木公園
六義園、旧古河庭園、旧芝離宮恩賜庭園
清澄庭園、小石川後楽園、殿ヶ谷戸庭園
水元公園、石神井公園、武蔵国分寺公園、猿江恩賜公園
野山北・六道山公園、小宮公園、桜ヶ丘公園
亀戸中央公園、神代植物公園、武蔵国分寺公園

紅葉の美しい公園が皆様をお待ちしております♪
○小山田緑地「弓矢で的あて体験」　１１月１６日（日） １０時～１２時、 １３時～１５時
　町田市下小山田町３６１-１０　ＴＥＬ：０４２－７９７－８９６８　詳細は左記まで　
○旧古河庭園「秋を彩る演奏会・津軽三味線」　１１月２９日（土）１１時３０分、１４時３０分
　北区西ヶ原１－２７－３９　ＴＥＬ：０３－３９１０－０３９４　※雨天中止。　詳細は左記まで
○秋留台公園「クリスマスリースを作ろう」　１２月６日（土） １０時～１２時、 １３時３０分～１５時３０分
　あきる野市二宮６７３－１　ＴＥＬ：０４２－５５９－６９１０※有料。要事前申込（１１月２１日〆）。　詳細は左記まで
○小石川後楽園　「江戸糸あやつり人形」　１２月７日（日）１３時、１５時
　文京区後楽１－６－６　ＴＥＬ：０３－３８１１－３０１５　※雨天・強風中止。詳細は左記まで
○旧岩崎邸庭園「クリスマス・スペシャル・コンサート」１２月２３日（火・祝）１３時、１５時３０分
　台東区池之端１－３－４５　ＴＥＬ：０３－３８２３－８３４０　※当日１０時３０分から整理券配布。詳細は左記まで

提供期間：平成２６年１１月４日～１２月１２日
（公財）東京都公園協会ホームページ　http://www.tokyo‐park.or.jp/
東京都建設局ホームページ　http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/
東京都建設局公園緑地部計画課　03－5320－5372（土・日・祝日を除く9時～17時）

東京都建設局公園緑地部　03－5320－5372
03－5320－5365 古紙配合率100%再生紙を使用しています

石油系溶剤を含まないインキを使用しています 

印刷物規格表第１類

登録番号（26）48

コウテイダリア

トウカエデ

都立公園等の紅葉情報をお知らせします

◇花の見ごろ情報は、年６回（２ヶ月ごと）の発行を予定しています。
◇「花の見ごろ情報」のホームページアドレス
　http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kouen/hananomigoro/index.html
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スポーツセンター
入口バス停

小金井公園前バス停
江戸東京たてもの園前
バス停

園井公公園公小金井公小 園小金井公園公園小小 園園金 園井公園公公公金 園公園金 園小金井公小金井公園
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雑木林雑木林雑木林

ハナミズキ

シマサルスベリ

ユリノキ

ムクゲ

ハギ

コウテイダリア

ソメイヨシノ
ヤマザクラ
サトザクラ

ソメイヨシノ ウメ

キンモクセイ

ロウバイソメイヨシノ

ヤマボウシ

ススキ

イロハモミジ

ヤブミョウガ

ツリフネソウ

タチツボスミレ

トウカエデ

トチノキ

オオシマザクラ

コスミレ

◆調布市深大寺元町５－３１－１０
　TEL０４２－４８３－２３００
◆京王線つつじヶ丘駅から深大寺行きバス、JR三鷹駅、
吉祥寺駅から調布行きバス、「神代植物公園前」下車
◆月曜日休園（祝日の場合はその翌日）、年末年始休園（１２
月２９日～１月１日）、入園料大人５００円、６５歳以上２５０円、
中学生２００円、小学生以下／都内在住・在学中学生無料、
年間パスポート：一般・大人２,５００円、６５歳以上１,２５０円

　中国原産の落葉高木で、日本へは江戸時代に渡来したと言
われています。別名をサンカクカエデ（三角楓）、英名をTri-
dent Mapleといい、葉の切れ込みは浅く３裂になっています。
樹勢も強いことから街路樹や公園樹として植栽されることが
多く、紅葉期には、紅、薄紅、黄色と、秋の深まりとともに変化す
る美しい葉色が楽しめます。
　都立公園では、トウカエデの林が広がる狭山公園のほか、浜
離宮恩賜庭園には、徳川幕府八代将軍・吉宗公ゆかりと言わ
れているトウカエデの巨樹があります。

トウカエデ（唐楓）
カエデ科

Acer Buergerianum 

コウテイダリア
（皇帝ダリア）

キク科
Dahlia imperialis

狭山公園 東村山市多摩湖町三丁目　ＴＥＬ：０４２－３９３－０１５４

＜園内で見られる花ごよみ＞

 １～ ２月
 ３～ ４月

 ５～ ６月
 ７～ ８月
　　  ９月
１0～１２月

コウヤボウキ(＊)（綿毛）
オオシマザクラ、ソメイヨシノ、コスミレ、
アセビ(＊)

ヤマボウシ、ヤマツツジ(＊)、タチツボスミレ
リョウブ(＊)、ヤブミョウガ、トチノキ
ツリフネソウ、ヤブミョウガ（実）
ススキ、コウヤボウキ(＊)、イロハモミジ、
トウカエデ

　１１月には園内で菊花大会が開催され、懸崖
や大菊など様々な菊の花で園内が華やかになり、多
くの人で賑わいます。また、この季節、ドングリや外来
樹木などの個性豊かな木の実も楽しめます。１１月
下旬頃からは、イチョウやメタセコイア、ラクウショウ
の紅（黄）葉が始まり、１２月になるとカエデが紅葉し、
園内は赤や黄色の彩が増します。また、つばき・さざ
んか園では冬の花サザンカが赤や白の艶やかな花
を咲かせます。

＜１１月・１２月　イベントのお知らせ＞

１０月２９日（水）～１１月２４日（月・祝）

１１月５日（水）～１１月９日（日）

１１月１１日（火）～１１月１６日（日）

１１月１１日（火）～１１月１６日（日）

１１月１８日（火）～１１月２４日（月・祝）

１１月１８日（火）～１１月２４日（月・祝）

１１月２６日（水）～１２月６日（土）

１２月９日（火）～１２月１４日（日）

　夢の島公園では、サクラやトウカエ
デ、イチョウなどが紅色や黄色に色づ
き、冬を迎えようとしています。また、
珍しいユーカリの白い花が見られるの
もこの時季です。一方、植物館の大温
室ではハイビスカスの仲間等の花が一
年を通して咲き、熱帯の雰囲気を楽し
んでいただくことができます。

◆江東区夢の島２－１－２
　TEL０３－３５２２－０２８１
◆JR京葉線・りんかい線・地下鉄有楽町線新
木場駅より徒歩１５分、夢の島公園内

◆休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）・年
末年始休館（１２月２９日～１月３日）、入館料
大人２５０円、６５歳以上１２０円、中学生１００円、
小学生以下／都内在住・在学中学生無料

＜１１月・１２月のイベントのお知らせ＞
◇「熱帯アジアの食べ物展」
　“お米”で繋がる熱帯アジアの食　１０／２８（火）～１１／２４（月・祝）
　１１／８（土）　芋ほり大会（予約制）
　１１／１６（日）　熱帯カレーの試食会
◇開館記念オリジナル景品プレゼント　１１／１６（日）
◇夢の島ラン展～自然界の秘宝～　１２／９（火）～２８（日）
◇季節イベント　１１／１８（火）～様々なイベントを開催します。
　１２／１２（金）・１３（土）　冬の夜間開館２０１４（１８：００～２０：３０）
◇大温室ガイドツアー　土・日・祝日11：00から開催
　植物館の見どころをガイドボランティアが解説する館内ツアー
◇ｉＰｏｄを使ったビデオ案内端末を貸出します。
　熱帯植物についてのより詳しい情報をビデオ、音声、写真等で
見ることができます。（要身分証明書）

　予定は変更になる場合がございます。
　詳しい情報は　http://www.yumenoshima.jp
　（夢の島熱帯植物館ＨＰ）をご覧下さい。

　メキシコからコロンビアに分布する茎が木質化するツリーダリアの一種です。
日本へは大正時代に渡来したと言われています。皇帝ダリアはツリーダリアの
中でも特に茎が太くなり、草丈は５、６ｍにも達します。昼が短く、夜が長くなっ
ていく季節に花をつける“短日植物”で、１１月頃より咲き始めます。しかし、
霜が下りると一夜にして花も茎も枯れてしまいます。小金井公園では、春の新
芽の時期から秋の開花、球根の越冬などの毎年の手入れを、ボランティア団
体である、公園友の会「花の会」の方々が行っています。小金井公園のほか、
都立公園では、亀戸中央公園、猿江恩賜公園などでも見ることができます。

小金井公園 小金井市桜町三丁目　ＴＥＬ：０４２－３８５－５６１１

＜園内で見られる花ごよみ＞
ウメ、ロウバイ
ソメイヨシノ、ヤマザクラ、サトザクラ、コブシ(＊)

トチノキ(＊)、ユリノキ、ハナミズキ、ハクウンボク(＊)

シマサルスベリ、ムクゲ、ハギ
キンモクセイ
イチョウ(＊)、ケヤキ(＊)、モミジ・カエデ類(＊)、コウテイダリア

 １～ ２月
 ３～ ４月
 ５～ ６月
 ７～ ８月
 ９～１０月
１１～１２月

（神代植物公園 HP）http://www.tokyo-park.or . jp/park/format/index045.html
開花時期は年により変動します。花の見ごろ等につきましては事前に公園管理所までお問い合わせ下さい。

◇神代植物公園菊花大会

◇秋のいけ花展
◇寒蘭展
◇花の植物画展
◇セントポーリア展

◇景花華山流生花展（秋）

◇木の実・草の実展

◇杭州寒蘭展

　小金井公園は玉川上水沿いに、武蔵野の雑木林や広い草地、バードサンクチュアリー、スポー
ツ施設、文化施設などを併せ持つ、多摩地域を代表する面積約８０ヘクタールもの広大な公園です。
園内には、各種サクラが
約１７００本植えられており、
桜の名所として春には賑
わいます。

　狭山公園は、都立狭山自然公園の区域内にあり、
武蔵野の里山の風景や自然が今も色濃く残って
います。都民の水がめでもある多摩湖（村山貯
水池）の堰堤の東側に広がり、雑木林の中には
宅部池があり、その周辺には園路が巡らされ林
間の道へと続いています。池周辺のイロハモミ
ジやハナミズキの新緑や紅葉の美しさは格別です。
また、一面に広がるススキの原っぱも秋から冬
にかけてお勧めです。

＊コブシ、トチノキ、ハクウンボク、イチョウ、
ケヤキ、モミジ・カエデ類は、園内に点在


