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ごよみ ３、４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。

シダレザクラナノハナ

３
月

４
月

ナノハナ
ハナモモ
コブシ
チューリップ
シダレザクラ
フジ

鐚西臨海公園、浜離宮恩賜庭園、蘆花恒春園、武蔵野中央公園
小石川後楽園、木場公園、殿ヶ谷戸庭園、神代植物公園
井の頭恩賜公園、小金井公園、石神井公園、砧公園、日比谷公園
日比谷公園、夢の島公園、砧公園、武蔵野中央公園、鐚西臨海公園
六義園、小石川後楽園、神代植物公園、井の頭文化園、多磨霊園
浜離宮恩賜庭園、神代植物公園、旧芝離宮恩賜庭園、殿ヶ谷戸庭園

春の喜びにあふれた花々が皆様をお待ちしてます♪
○殿ヶ谷戸庭園「春の殿ヶ谷戸とカタクリを楽しむ」　３月１３日（金）～２２日（日）９時～１７時
　国分寺市南町２－１６　ＴＥＬ：０４２－３２４－７９９１　※最終入園は１６時３０分
○狭山公園・八国山緑地・東大和公園「きてみて里山！春のうららかウォーキング」
　３月２２日（日）スタート受付９時～１０時３０分、ゴール受付１５時まで
　東村山市多摩湖町３－１７－１９　ＴＥＬ：０４２－３９３－０１５４　※小雨決行、荒天中止
○猿江恩賜公園「ナチュラルアートイベント」　３月２８日（土）１１時～１４時
　江東区毛利２－１３－７　ＴＥＬ：０３－３６３１－９７３２　　※天候不良時は翌日に順延
○小石川後楽園「春の開園時間延長」　３月２１日（土・祝）～４月５日（日）　９時～１８時
　文京区後楽１－６－６　ＴＥＬ：０３－３８１１－３０１５　※最終入園は１７時３０分
○浜離宮恩賜公園「春の開園時間延長」　３月２８日（土）～５月６日（水・休）　９時～１８時
　中央区浜離宮庭園１－１　ＴＥＬ：０３－３５４１－０２００　※最終入園は１７時３０分

〈詳細は各公園の連絡先まで〉

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）87

カタクリ

ボタン

◇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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◆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

　中国原産のボタンは、奈良時代に空海が日本に伝え
たともいわれています。その後、江戸時代には、庶民

の間で栽培熱が高まり多数の品種が作られました。花は直径３０cm程に
もなる大振りなものもあり、咲き方も一重、二重、八重など、花色もピ
ンク、紅、紫、白など数多くの品種があります。わらなどで囲われた姿
が印象的な冬のボタンには、本来春に咲く品種を、温室等で促成栽培さ
せた「冬牡丹」と、二季咲きの品種を特別に手をかけて育てた「寒牡丹」
の二種類があります。
　４月下旬頃、都立公園では、浜離宮恩賜庭園のほか、神代植物公園や
旧芝離宮恩賜庭園でも見られます。花期は短いのでどうぞお見逃しなく！

ボタン
（牡丹）
ボタン科

浜離宮恩賜庭園 中央区浜離宮庭園１－１
浜離宮恩賜庭園サービスセンター　ＴＥＬ：０３－３５４１－０２００

＜園内で見られる花ごよみ＞
 １～ ２月
 ３～ ４月
 ５～ ６月
 ７～ ８月
 ９～１０月
１１～１２月

ロウバイ、ウメ、ツバキ類、サザンカ、スイセン
ボタン、ナノハナ、サクラ
ガクアジサイ、サツキ・ツツジ類、ハナショウブ
サルスベリ、アメリカデイゴ
コスモス、キバナコスモス、キンモクセイ
トウカエデ、イロハモミジ、スイセン

　春爛漫、春を彩る様々な花が咲き、園内は百花繚乱
の季節を迎えます。レンギョウ、ハナモモなど早春を彩る花が
咲き始めると同時に、３月はツバキの花の見頃を迎えます。江
戸椿や京、肥後、尾張の椿など、古くから伝わるツバキの名花
が咲き揃い、様々な色、花形の花が競い合うように咲き誇ります。
　３月も下旬の頃となるとサクラのシーズンが始まります。早
咲きのオオカンザクラやカンヒザクラ、‘染井吉野’や‘神代曙’、
‘八重紅枝垂’とサクラの開花連鎖が続き、４月半ばの里桜へと
続いていきます。

＜３月・４月のイベントのお知らせ＞

　大温室では、早春に咲く青い花のヒスイカ
ズラがまだ見られるかもしれません。また、ブー
ゲンビレアなどの熱帯の花々が春の陽射を
受け、いっそう色鮮やかになります。植物館の
ある夢の島公園では、桜の季節にコロシアム
広場の周りにソメイヨシノが咲き、都会である
ことを忘れてしまう美しさです。他にもミモ
ザや約２万球のチューリップなどが楽しめます。

◆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

＜３月・４月のイベントのお知らせ＞
◇クイズラリー２０１５　３／３（火）～３／３１（火）
◇季節イベント
　３／１５（日）　手作りクラフト教室「森の万華鏡」
　３／２０（金）　いきいきフラワーアレンジメント教室（予約制）
◇ボルネオ展～アジア最大の熱帯雨林～　４／１４（火）～５／１７（日）
◇第７回花壇コンクール　花壇製作期間　４／４（土）～４／１９（日）

展示期間　４／２０（月）～５／１０（日）
審査日・表彰式　４／２９（水・祝）

＊）その他様々なイベントを開催します。
◇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。
　予約制イベントの申込方法など詳しい情報は
　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｙｕｍｅｎｏｓｈｉｍａ．ｊｐ（夢の島熱帯植物館ＨＰ）
　をご覧下さい。

　山地から丘陵地、台地の段丘崖の主に北向きで湿潤な落葉広葉樹林に群生し、
都内では３月末から４月初旬にかけて開花します。カタクリのように早春に地上
で花を咲かせ、夏まで葉をつけると、残りの一年の大半を地中ですごす植物を「ス
プリング・エフェメラル」と呼びます。地上で人目にふれる期間は短いのですが、
カタクリの寿命は長く、発芽してから花を咲かせるまでに、平均８年もの歳月が必
要とも言われています。東京の絶滅危惧植物に選定されており、減少の主な要
因には、林の荒廃や園芸目的の採取などが考えられています。
　都立公園では、野山北・六道山公園のほか長沼公園や向島百花園、殿ヶ谷戸
庭園などで見ることができます。将来にわたり保全していきたい植物の一つです。

野山北・六道山公園 武蔵村山市三ツ木４－２
野山北・六道山公園インフォメーションセンター　ＴＥＬ：０４２－５３１－２３２５

＜園内で見られる花ごよみ＞
カタクリ、オカトラノオ、ヤマツツジ、スミレ類、コブシ、ムラサキケマン、サクラ類
オカタツナミソウ、ノアザミ、オドリコソウ
ウバユリ、キツネノカミソリ、ヤブカンゾウ、ノカンゾウ、ヌマトラノオ、ヒヨドリバナ
キバナアキギリ、ツリフネソウ
コウヤボウキ

 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。

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

おしば美術展
つ ば き 展
花の賛歌写真展
す み れ 展
サボテンと多肉植物展
え び ね 展
景花崋山流生花展
春のいけ花展
春 の 山 草 展

　野山北・六道山公園は豊かな自然が残された都立最大の里山公園です。里山体験エリアとして整
備された宮野入谷戸では里山の生活や文化を体験できます。丘陵から湧き出した水は、谷津田と呼
ばれる田んぼに引かれるほか、 各所に湿地の景観を作り、ホタルをはじめとする多様な生きものの
生息空間となっています。 春には約２０,０００株のカタクリが可憐に咲きはじめ、地面を薄
紫色に染めてくれます。

　浜離宮恩賜庭園は約３６０年前、四代将
軍徳川家綱が弟綱重にこの地を与えたこ
とから始まります。園内には、海水を取り
入れ、潮の干満による池の水面の変化で
庭園の風情を楽しむ「潮入の池」と２つの
鴨場があるのが特徴です。昭和２７年には「特
別名勝及び特別史跡」として国の指定を
うけ今日を迎えています。園内には約４００
株のボタンが植えられて赤、白、黄色と色
鮮やかな姿を楽しむことができます。

Paeonia
suffruticosa

カタクリ
（片栗）
ユリ科

Erythronium
japonicum

３月１０日（火）～３月２２日（日）

３月２４日（火）～３月２９日（日）

３月３１日（火）～４月 ５日（日）

３月３１日（火）～４月 ５日（日）

４月 ７日（火）～４月１２日（日）

４月１４日（火）～４月１９日（日）

４月１４日（火）～４月１９日（日）

４月２１日（火）～４月２６日（日）

４月２８日（火）～５月 ６日（水・休）

※協賛団体等の都合により、変更になる
　場合があります。

＊サクラ類、スミレ類、ヤブカンゾウ、ノカンゾウ、ヒヨドリバナ、ムラサキケマン、
  コブシ、ヤマツツジ、ノアザミ、コウヤボウキは園内に点在


