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コケ展

◆ 11月 10〜 12日 (金 〜日)10:00〜 11:30
観察会 「植物園内のコケ観察」
共催/日 本鮮苔類学会
講師/大 崩貴之 (京 都大学大学院 人間・環境学研究科)・ 岡山
コケの会関西支部有志
場所/植 物園内
定員/各 国 20名 (当 日・ 申込み順)参 加費/無 料

2017

本漏 れ 日も 両 も また良 じ 書翠

◆ 11月 10。 11日 (金 ・土)10:30〜 12:00
苔テラ リウム講習会 「LEDラ イ ト付き瓶を使 つて動物のいる
森を作ろう」
講師/古 原由香 (コ ケテラリウム作家
場所/植 物園会館 2F研 修室
定員/各 国 30名 (事 前申込み ※)材 料費/2′ 800円
◆ 11月 10日 (金 )13:30〜 15:00
講習会 「コケ調べ 顕微鏡で確かめよう」
)

◆11月 10〜 12日 (金 〜 日
野点席 〜苔庭ではんな り お点前を〜
裏千家教授 関西宗志 (500円
◆11月 10〜 12日 (金 〜 日
コケ玉づ くり (随 時)
)

共催/日 本鮮苔類学会
講師/岡 山コケの会関西支部
場所/植 物園会館 2階 研修室
定員/12名 (事 前申込み ※)参 加費/無 料

)

)

◆ 11月 11日 (土 )13:30〜 15:00
講習会 「コケが活きる魔法の鉢づ くり」

屋外テン トブース 大津 ヒロヨシ (1,000円 )

講師/大 野月子 (園 芸家
場所/植 物園会館 2階 研修室 定員/20名 (事 前申込み ※
材料費/1′ 000円 (セ メン ト・色粉・諸材料など
)

)

)

持ち物/作 業用の前掛け、作品持ち帰 り用の風呂敷、ビニル手
袋 などを準備 ください
◆ 11月 12日 (日 )第 1部 10:00〜 11:30

◆ コケ栽培品 (コ ケ玉・ コケ盆 。MossLight― LED・ 清流の コケ・
コケテラ リウム・ アクア リュームな ど)の 展示 (一 部屋外
展示・ 即売もあ り)・ 。(会 員展示)
◆ コケ植物解説パネル展示 (会 員展示
◆ コケ生態写真バネル展示 (会 員展示
◆全国コケの名所地選 (日 本の コケの森 日本鮮苔類学会選定他
◆苔庭ジオラマ「京 流れに寄 り添う苔翠」 (協 力 :ワ カバ庭園

第 2部 13:30〜 15:00
「コケ
講習会
と遊ぼうJコ ケテラリウムを作る

)

温暖化や ヒー トアイラン ドという社会問題から緑化対策が求
められる現代に 4億 年前から地球上に存在するといわれてい

)

)

るコケに思いをはせる
講師/泉 原 ―弥 (地 球温暖化防止活動推進員・や あね、 こけ
ちやつカー (屋 根苔着車 )製 作者

)

◆ コケの顕微鏡観察ワークシ ョップ (覗 いてみよう !コ ケの葉つ
ぱつて)(随 時)(協 カミナ ト光学 (株 ))
◆ コケアー ト・コケテラリウム・コケエ芸品展示・一部即売 (会
員展示)
◆コケ関連の本・ グッズなど自然観察用品即売 コーナー

)

場所/植 物園会館 2階 多目的室
定員/各 回 20名 (事 前申込み ※
材料費/1′ 500円 (容 器・培養土・コケ材料など込
)

(協 力

)

◆ 11月 12日 (日 )10:30〜 12:00(受 付 10:00〜
講演会 「コケを撮る コケを知る」

:

認定 NPO法 人大阪自然史センター

)

◆全国のコケ活動団体紹介 (交 渉中)(北 海道コケと地衣類研究会・
奥入瀬 自然観光資源研究会・北八ケ岳苔の会・屋久島自然史研
究会・岡山コケの会 (各 支部))

)

共催/日 本鮮苔類学会
講師/左 木山祝―

(岡

山コケの会関西支部

)

場所/植 物園会館 2階 研修室
定員/60名 (当 日受付)参 加費/無 料
※事前申込み :10月 10日 (月 )〜 25日 (水 )講 習会名・希望 日・
希望回・住所・氏名・電話番号明記の うえ往復ハガキで植物園ヘ
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多数の場合抽選

◆入園時間 午前 9時 〜午後 4時 (午 後 5時 間園
◆温室入室時間 午前 10時〜午後 3時 30分 (午 後 4時 間室
◆入園料 一般 200円 高校生 150円 中学生以下無料
温寧観覧料 ,一 般200円 高校生 150円 中学生以下無料
)
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R「 京都駅」 近鉄 京都駅」 急「鳥丸駅」から地下鉄「北山駅」下車 3番 出由すぐ
◆」
̀阪
■ 1‐
又は同「北大路駅J下 車3番 出口から東へ徒歩約 10分
「市原」行き「植物園前」バス停下車徒歩5分
京阪「出町柳駅」から市バス1号 系統・京都バス「静原」
・
※ご来園には地下鉄 市バスをこ利用ください
'「

￨‐

お問い合わせ先 京都1府 立植物園 京都市左京区下鴨半本町 TE1 075170110141 京
41i施 廂
̀

