
No.1　　　　

番号 確認日 名 前 状況 確 認 場 所 備 考

148 12月22日 秋の山 開花 見本園入口（センター池上向い） ツバキ品種

147 12月16日 チョウセンレンギョウ 開花 見本園　ファミリー広場下 返り咲き

146 12月16日 玉霞 開花 ツバキ園 ツバキ品種

145 12月3日 カンツバキ 開花 学習展示館下法面、ツバキ園 　

144 12月3日 ヒイラギ 開花 第2苗畑 　

143 12月3日 ヤブツバキ 開花 山間部 　

142 11月2日 乙女サザンカ 開花 見本園 サザンカ品種

141 11月2日 冬桜 開花 事務所近幹線園路沿い サクラ品種

140 11月2日 サザンカ 開花 事務所横、ツバキ園、各所 　

139 10月23日 マルバノキ 開花 学習展示館横 　

138 10月15日 十月桜 開花 苗畑 サクラ品種

137 9月10日 アケボノソウ 開花 山間部 　

136 8月30日 カエデドコロ 開花 西ゲート外 　

135 8月28日 オタカラコウ 開花 薬草園から東山作業路に向かう道 　

134 8月20日 ムクゲ 開花 苗畑 　

133 8月20日 タラノキ 開花 苗畑 　

132 8月20日 ヌルデ 開花 第2駐車場下　園路沿い 　

131 8月20日 ムラサキツユクサ 開花 苗畑 　

130 8月18日 カンレンボク 開花 苗畑 　

129 8月18日 ナンバンギセル 開花 園内 　

128 8月16日 タカサゴユリ 開花 園内各所 　

127 8月13日 キガンピ 開花 第2駐車場やや上　道沿い 　

126 8月12日 サルスベリ 開花 多目的広場、林間広場 　

125 8月7日 センニンソウ 開花 渓流路 　

125 8月3日 エンジュ 開花 薬草園横 　

123 7月24日 シャシャンボ 開花 車庫横 　

122 7月23日 リョウブ 満開 緑の相談所上 　

121 7月23日 ノリウツギ 満開 緑の相談所上 　

120 7月20日 アカメガシワ 開花 第5駐車場近く 　

119 7月16日 モッコク 開花 管理事務所前 　

118 7月15日 ボタンクサギ 開花 苗畑 　

117 7月13日 リョウブ 開花 各所 　

116 7月13日 ネムノキ 開花 第二駐車場から上がる道 　

115 7月6日 ノウゼンカズラ 開花 学習室壁 　

114 7月6日 コクチナシ 開花 見本園 　

113 7月5日 オオヤエクチナシ 開花 見本園 クチナシ品種

112 7月3日 ムラサキシキブ 開花 レストハウス裏 　

111 7月1日 ノリウツギ 開花 アジサイロード、緑の相談所前 　

110 6月30日 サンゴジュ 開花 見本園 　

109 6月30日 キササゲ 開花 薬草園下 　

108 6月30日 キンシバイ 開花 洋風庭園 　

107 6月30日 キョウチクトウ 開花 センター池上 　

106 6月25日 ナンテン 開花 管理事務所横 　

105 6月22日 ネズミモチ 開花 ツバキ園トイレ前 　

104 6月22日 タチバナモドキ 開花 センター池下 　

103 6月22日 クマノミズキ 開花 第4駐車場奥 　

102 6月19日 ナツツバキ 開花 緑の相談所横東屋 　

101 6月19日 ヤマアジサイ 開花 ヤマアジサイの小路 　

100 6月17日 クララ 開花 県木の森下道路沿い 　
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99 6月17日 ローズマリー 開花 センター池橋 　

98 6月17日 ガクアジサイ 開花 苗畑 　

97 6月17日 アマチャ 開花 苗畑 　

96 6月17日 アジサイ 開花 レストハウス 　

95 6月14日 ヒメシャラ 開花 第2駐車場トイレ横 　

94 6月12日 エニシダ 開花 第5駐車場前 　

93 6月8日 スイカズラ 開花 見本園 　

92 6月8日 タイサンボク 開花 見本園 　

91 6月8日 トベラ 開花 見本園 　

90 6月8日 リュウキュウマメガキ 開花 見本園 　

89 6月7日 センダン 開花 車庫横 　

88 6月7日 イワガラミ 開花 入口から上がる道沿い 　

87 6月7日 サラサウツギ 開花 苗畑 　

86 6月7日 ツルアジサイ 開花 レストハウスの上の方 　

85 6月1日 イボタノキ 開花 見本園 　

84 6月1日 コアジサイ 開花 ハナノキ横 　

83 6月1日 カナメモチ 開花 学習展示館下 　

82 6月1日 ガマズミ 開花 ファミリー広場下 　

81 6月1日 ウツギ 開花 各所 　

80 6月1日 ハコネウツギ 開花 各所 　

79 6月1日 カルミア 満開 多目的広場 　

78 5月24日 エゴノキ 満開 各所 　

77 5月24日 バイカウツギ 満開 苗畑 　

76 5月24日 カンボク 満開 苗畑 　

75 5月19日 アキグミ 満開 センター池周辺 　

74 5月19日 オオカナメモチ 満開 きのこの森の上の方 　

73 5月19日 カマツカ 満開 事務所下通路沿い 　

72 5月19日 ジャケツイバラ 開花 渓流路 　

71 5月19日 ツクバネ 開花 事務所前 　

70 5月19日 ハクウンボク 開花 苗畑 　

69 5月8日 紅普賢 満開 第5駐車場入口 サクラ品種

68 5月8日 ハナミズキ 満開 出会いの広場 　

67 5月8日 兼六園菊桜 満開 県木の森下 サクラ品種

66 5月8日 佐野菊桜 満開 第5駐車場から降りる道沿い サクラ品種

65 5月8日 ハンカチノキ 満開 管理事務所横 　

64 5月8日 シナヒイラギ 開花 管理事務所横駐車場前 　

63 5月8日 ハイノキ 開花 第2駐車場から上がる所 　

62 5月6日 マルバアオダモ 開花 車庫横、事務所下通路沿い 　

61 5月6日 ナナカマド 開花 林間広場の上の方 　

60 5月5日 ヤマフジ 開花 各所 　

59 5月5日 フジ 開花 各所 ノダフジ

58 5月5日 シロライラック 開花 見本園 　

57 5月5日 ジャコウフジ 開花 見本園 　

56 5月5日 オオウラジロノキ 開花 学習展示館裏 　

55 5月5日 ウワミズザクラ 開花 薬草園から下へ 　

54 5月5日 ヤブデマリ 開花 管理事務所前（鉢内） 　

53 5月5日 ドウダンツツジ 開花 管理事務所前 　

52 5月5日 渦桜 開花 車庫横 サクラ品種
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51 5月1日 アオモジ 花終了 管理事務所下の通路沿い 　

50 5月1日 セイヨウシャクナゲ 開花 管理事務所横 　

49 5月1日 ハンカチノキ 開花 管理事務所横 　

48 4月25日 キリシマツツジ 開花 ゲート寄せ植え 　

47 4月25日 リキュウバイ 開花 車庫裏 　

46 4月25日 御衣黄 開花 管理事務所下の通路沿い サクラ品種

45 4月25日 兼六園菊桜 開花 県木の森下 サクラ品種

44 4月25日 ハナカイドウ 開花 管理事務所横 　

43 4月20日 関山 開花 西ゲート近く サクラ品種

42 4月20日 鬱金 開花 作業舎横 サクラ品種

41 4月11日 シキミ 開花 車庫から上に上がる道沿い

40 4月11日 思川 開花 管理事務所右手三叉路 サクラ品種

39 4月11日 八重紅枝垂れ 開花 レストハウス前 サクラ品種

38 4月11日 河津桜 開花 多目的広場のり面 サクラ品種

37 4月11日 寒桜 開花 多目的広場のり面 サクラ品種

36 4月11日 大山桜 開花 車庫から上に上がる路沿い サクラ品種

35 4月11日 蘭蘭 開花 第5駐車場の周囲 サクラ品種

34 4月7日 染井吉野（標準木） 開花 学習室下 サクラ品種

33 4月7日 カリン 花芽膨らむ 学習室横 　

32 4月7日 紅枝垂 開花 レストハウス前 サクラ品種

31 4月6日 シロモジ 開花 管理事務所下通路沿い 　

30 4月6日 アンズ 開花 管理事務所右手三叉路 　

29 4月6日 八重紅彼岸 開花 県木の森の下の方 サクラ品種

28 4月5日 寒咲大島 開花 作業舎の上 サクラ品種

27 4月5日 カツラ 開花 センター池横 　

26 4月4日 サンシュユ 開花 薬草園下 　

25 4月4日 ジンチョウゲ 開花 管理事務所横 　

24 4月4日 チョウセンレンギョウ 開花 県木の森の下の方 　

23 4月4日 アオモジ 開花 管理事務所下通路沿い 　

22 4月4日 コブシ 開花 見本園 　

21 4月4日 カンヒザクラ 開花 苗畑内 　

20 4月3日 修繕寺寒桜 開花 管理事務所下の通路沿い サクラ品種

19 4月2日 ハナノキ 開花 県木の森横 　

18 4月2日 タムシバ 開花 サクラの森入口 　

17 4月2日 ミツマタ 開花 管理事務所前 　

16 4月2日 ヒサカキ 開花 学習展示館から降りる路 　

15 4月2日 小彼岸 開花 西ゲート横 サクラ品種

14 4月1日 イヌガシ 開花 東山作業路 　

13 4月1日 キブシ 開花 作業室の上の方 　

12 3月27日 ヤブツバキ 開花 薬草園下 　

11 3月23日 ダンコウバイ 開花 管理事務所右手三叉路左上 　

10 3月23日 トサミズキ 開花 ハナノキの下の方 　

9 3月21日 アブラチャン 開花 管理事務所右手三叉路 　

8 3月15日 アセビ 開花 各所 　

7 3月9日 マンサク 開花 林間広場上 　

6 3月1日 ウメ（白梅） 開花 管理事務所上の苗畑内 　

5 3月1日 フユザクラ 開花 管理事務所右手の三叉路 　

4 3月1日 ジュウガツザクラ 開花 管理事務所右手の三叉路 　

3 3月1日 ウメ（紅梅） 開花 管理事務所横 　

2 2月22日 アテツマンサク 開花 管理事務所下園路沿い 　

1 2月18日 ソシンロウバイ 開花 事務所横 　


