
No. 確認日 名前 状況 確認場所 備考

444 12月27日 ウメ（白） 開花 苗畑

443 12月20日 ジョウビタキ 飛来 管理事務所周辺 野鳥

442 11月25 コバノミツバツツジ 開花 管理事務所前 返り咲き

441 11月25 ヤツデ 開花 樹木探勝園

440 11月15日 冬桜 開花 第3駐車場 サクラ品種

439 11月3日 ガマズミ 開花 管理事務所横三叉路 返り咲き

438 10月31日 ヒイラギ 開花 センター池

437 10月24日 キッコウハグマ 開花 樹木探勝園

436 10月24日 カンツバキ 開花 管理事務所前他

435 10月24日 子福桜 開花 見本園 サクラ品種

434 10月23日 ハマヒサカキ 開花 管理事務所横

433 10月22日 乙女サザンカ 開花 見本園 サザンカ品種

432 10月18日 タチカンツバキ 開花 各所

431 10月14日 コウヤボウキ 開花 出合いの広場向かい他

430 10月8日 十月桜 開花 苗畑他 サクラ品種

429 10月8日 マルバノキ 開花 学習展示館横 別名ベニマンサク

428 10月4日 ルリハツタケ 発生 緑の相談所付近 きのこ

427 10月1日 アキノキリンソウ 開花 浄水場他

426 10月1日 セイタカアワダチソウ 開花 浄水場

425 9月20日 ノウタケ 発生 薬草園付近 きのこ

424 9月20日 アケボノソウ 開花 薬草園付近 野草

423 9月20日 ギンモクセイ 開花

422 9月20日 キンモクセイ 開花 管理事務所前

421 9月13日 リコリス　ジャクソリアナ 開花 レストハウス ヒガンバナ品種

420 9月1日 ネコハギ 開花 作業舎前

419 8月30日 オタカラコウ 開花 薬草園上

418 8月10日 ダンドボロギク 開花 各所 野草

417 8月9日 マンリョウ 開花 2P下 園路沿い

416 8月8日 クズ 開花 林縁 野草

415 8月6日 アメリカデイゴ 開花 管理事務所前

414 8月1日 ハネミイヌエンジュ 開花 管理事務所周辺

413 8月1日 ミズヒキ 開花 学習展示館付近 野草
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412 7月31日 マツカゼソウ 開花 各所

411 7月30日 クサギ 開花 各所

410 7月25日 キガンピ 開花 樹木探勝園他

409 7月25日 オオオニテングタケ 発生 山林内 きのこ

408 7月23日 ナンキンハゼ 開花 各所

407 7月23日 イソノキ 結実 中央展望台 赤く熟す

406 7月23日 ニンジンボク 開花 苗畑

405 7月18日 セイヨウニンジンボク 開花 管理事務所前

404 7月18日 ムクゲ 開花 わんこひろば

403 7月13日 ヤブムラサキ 開花 林縁

402 7月13日 コムラサキ 開花 苗畑，樹木探勝園他

401 7月13日 ヘクソカズラ 開花 管理事務所前 野草

400 7月5日 アキノアシナガイグチ 発生 山林内 きのこ

399 7月5日 キキョウ 開花 管理事務所前

398 7月5日 ノリウツギ 開花 園路沿い

397 7月4日 ハンゲショウ 開花 水生植物園

396 7月3日 ネジバナ 開花 園内 野草

395 7月3日 コマツナギ 開花 センター池

394 7月3日 リョウブ 開花 出合いの広場他

393 7月3日 タマゴタケ 発生 山林内 きのこ

392 7月3日 オオヤエクチナシ 開花 見本園 クチナシ品種

391 7月3日 コクチナシ 開花 見本園

390 7月3日 クチナシ 開花 堰堤前，レストハウス下

389 7月1日 キササゲ 開花 薬草園

388 7月1日 ズキンタケ 発生 山林内 きのこ

387 7月1日 シロイボガサタケ 発生 山林内 きのこ

386 7月1日 タケニグサ 開花 山林内 野草

385 7月1日 サンヨウアオイ 開花 山林内 野草

384 6月28日 アカショウビン 鳴き声 山林内 野鳥

383 6月27日 ノウゼンカズラ 開花 学習展示館壁面

382 6月26日 ネムノキ 開花 正面ゲート 豪雨災害により流失

381 6月24日 タマツノホコリ 発生 粘菌（変形菌）
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380 6月23日 アカメガシワ 開花 園路沿い

379 6月23日 ビョウヤナギ 開花 旧アスレ入口

378 6月23日 ハナツクバネウツギ 開花 管理事務所前 アベリア

377 6月21日 カレエダタケモドキ 発生 山林内 きのこ

376 6月21日 アミスギタケ 発生 山林内 きのこ

375 6月21日 ハナビラニカワタケ 発生 山林内 きのこ

374 6月20日 ザクロ 開花 見本園

373 6月20日 サカキ 開花 苗畑 別名マサカキ

372 6月20日 ムクロジ 開花 見本園

371 6月20日 クロハツ 発生 さくら通り きのこ

370 6月20日 ビョウタケ 発生 展望広場 きのこ

369 6月17日 タチバナモドキ 開花 センター池

368 6月15日 ナンテン 開花 管理事務所前

367 6月15日 サンゴジュ 開花 県木の森向かい

366 6月14日 イチヤクソウ 開花 野草

365 6月14日 イヌマキ 開花 見本園

364 6月12日 ネコノチチ 開花 渓流路

363 6月12日 ケンポナシ 開花 しゃくなげロード入口

362 6月12日 カワラナデシコ 開花 管理事務所前 園芸品種

361 6月12日 カシワバアジサイ 開花 レストハウス進入路

360 6月12日 キンシバイ 開花 水生植物園

359 6月12日 ツチアケビ 開花 樹木探勝園下 腐生植物

358 6月12日 イヌツゲ 開花 東山作業路他

357 6月12日 ナナミノキ 開花 わんこひろば下 別名ナナメノキ

356 6月12日 ラカンマキ 開花 わんこひろば

355 6月12日 ツユクサ 開花 レストハウス進入路 野草

354 6月12日 オカトラノオ 開花 浄水場 野草

353 6月12日 ムラサキシキブ 開花 レストハウス前

352 6月12日 キョウチクトウ 開花 見本園入口

351 6月10日 ビロードイチゴ 結実 園路沿い

350 6月10日 ニガイチゴ 結実 第2駐車場

349 6月10日 リュウキュウマメガキ 開花 見本園他 別名シナノガキ
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348 6月10日 ネズミモチ 開花 園路沿い

347 6月10日 オオバイボタ 開花 車庫前

346 6月10日 ゴンズイ 開花 野鳥観察小屋裏

345 6月10日 チュウゴクボダイジュ 開花 多目的広場

344 6月10日 ナギ 開花 見本園

343 6月10日 クマノミズキ 開花 東山作業路他

342 6月8日 オオチドメ 開花 きのこの森上 野草

341 6月8日 手毬 開花 レストハウス裏 ヤマアジサイ品種

340 6月8日 清澄沢 開花 レストハウス裏 ヤマアジサイ品種

339 6月8日 ヤブニッケイ 開花 見本園

338 6月8日 ナツツバキ 開花 管理事務所前他 別名シャラノキ

337 6月7日 ドクダミ 開花 レストハウス裏 野草

336 6月7日 ヒナノヒガサ 発生 各所 きのこ

335 6月7日 シロヤリタケ 発生 展示館前 きのこ

334 6月7日 ニガイチゴ 結実 各所

333 6月7日 マルバチシャノキ 開花 苗畑

332 6月7日 テイカカズラ 開花 園路沿い

331 6月7日 イソノキ 開花 中央展望台

330 6月7日 ネジキ 開花 林縁

329 6月7日 ヒメシャラ 開花 第2駐車場

328 6月3日 イワガラミ 開花（両性花） 園路沿い他

327 6月3日 黒姫 開花 レストハウス裏 ヤマアジサイ品種

326 6月3日 クロガネモチ 開花 各所

325 6月3日 ジギタリス 開花 レストハウス進入路

324 6月3日 ウメモドキ 開花 園路沿い

323 6月3日 マテバシイ 開花 見本園他

322 5月30日 ニワゼキショウ 開花 各所

321 5月30日 ホタルブクロ 開花 管理事務所前

320 5月30日 クララ 開花 車庫前

319 5月28日 タイサンボク 開花 多目的広場

318 5月28日 アカヤマタケ 子実体 管理事務所前 きのこ

317 5月28日 キツネタケ 子実体 見本園 きのこ
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316 5月28日 ソヨゴ 開花 各所

315 5月28日 キキョウソウ 開花 わんこひろば付近他 別名：ダンダンギキョウ

314 5月28日 トベラ 開花 もみじ橋

313 5月28日 アヤメ 開花 管理事務所前

312 5月28日 カキノキ 開花 第2駐車場

311 5月28日 イワガラミ 開花（装飾花） 園路沿い

310 5月27日 クリ 開花 各所

309 5月27日 スイカズラ 開花 見本園

308 5月26日 ヤブイバラ 開花 県木の森向い

307 5月26日 ナツハゼ 開花 三本木登山道

306 5月25日 ナガバモミジイチゴ 結実 各所

305 5月25日 ヤマイバラ 開花 東山作業路他

304 5月23日 タチバナモドキ 開花 センター池

303 5月23日 ヤブイバラ 開花 山林内

302 5月20日 ナツハゼ 開花 三本木山

301 5月19日 カワウ 飛来 センター池 野鳥

300 5月19日 シャリンバイ 開花 管理事務所前

299 5月19日 コアジサイ 開花 県木の森入口 別名シバアジサイ

298 5月19日 トキワサンザシ 開花 県木の森向かい

297 5月19日 ウツギ 開花 園路沿い 別名ウノハナ

296 5月19日 サラサウツギ 開花 苗畑

295 5月18日 アカガシ 開花

294 5月18日 ツブラジイ 開花 山林内 別名コジイ

293 5月18日 カンボク 開花 わんこひろば

292 5月18日 イボタノキ 開花 レストハウス裏

291 5月18日 センダン 開花 車庫前 別名オウチ

290 5月17日 ラベンダー　ストエカス 開花 温室前 フレンチラベンダー

289 5月17日 ハコネウツギ 開花 苗畑他

288 5月15日 ヤマツツジ 開花 西山作業路

287 5月15日 オランダミミナグサ 開花 学習展示館前他 野草

286 5月15日 ウスベニチチコグサ 開花 各所 野草

285 5月15日 ウラジロチチコグサ 開花 学習展示館前他 野草
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284 5月15日 チチコグサ 開花 各所 野草

283 5月15日 クスノキ 開花 多目的広場他

282 5月15日 ナギナタガヤ 開花 学習展示館前他 イネ科草本

281 5月15日 ガマズミ 開花 学習展示館前他 別名アラゲガマズミ

280 5月14日 オキナグサ 結実 管理事務所前 野草

279 5月14日 サツキツツジ 開花 管理事務所前他 咲き始め

278 5月14日 スダジイ 開花 見本園 別名イタジイ

277 5月14日 コナスビ 開花 管理事務所前 野草

276 5月14日 コノテガシワ 開花 見本園

275 5月14日 カルミア 開花 多目的広場 別名アメリカシャクナゲ

274 5月13日 ヨツバムグラ 開花 学習展示館前 野草

273 5月13日 ニワゼキショウ 開花 各所 野草

272 5月13日 アオカモジグサ 開花 西ゲート イネ科草本

271 5月13日 ホトトギス 飛来 山林内 野鳥　さえずり確認

270 5月11日 タツナミソウ 開花 学習展示館前 白花園芸品種

269 5月11日 タラヨウ 開花 ゲート付近園路沿い 別名ハガキノキ

268 5月11日 ニシキギ 開花 苗畑

267 5月11日 チガヤ 開花 管理事務所前 イネ科草本

266 5月11日 ユリノキ 開花 出合いの広場他 別名ハンテンボク

265 5月11日 キリ 開花 西山作業路

264 5月10日 トサシモツケ 開花 見本園

263 5月10日 クサイ 開花 各所 野草

262 5月10日 ヒメハギ 開花 見本園 野草

261 5月8日 コメツブツメクサ 開花 第5駐車場他各所 野草

260 5月8日 スズメノヤリ 開花 管理事務所前 野草

259 5月8日 タニギキョウ 開花 さくら通り下谷沿い、中水池下 野草

258 5月8日 ミズタビラコ 開花 さくら通り下谷沿い 野草

257 5月8日 エゴノキ 開花 園路沿い

256 5月8日 ヒナギキョウ 開花 管理事務所前 野草

255 5月8日 エニシダ 開花 西ゲート

254 5月8日 ヒメキクラゲ 発生 さくら通り きのこ

253 5月7日 ノミノツヅリ 開花 管理事務所前 野草
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252 5月7日 シナダレスズメガヤ 開花 林道沿い イネ科草本

251 5月7日 ヒメヌカススキ 開花 管理事務所前 イネ科草本

250 5月7日 ハルガヤ 開花 管理事務所前 イネ科草本

249 5月7日 ジャケツイバラ 満開 渓流路 別名カワライバラ

248 5月7日 ヒメコウゾ 開花 第2駐車場

247 5月7日 ヤマボウシ 総苞片 レストハウス

246 5月6日 シラン 開花 屋上庭園

245 5月6日 タカノツメ 開花 ファミリー広場，作業舎裏

244 5月6日 チャルメルソウ 開花 さくら通り下谷沿い 野草

243 5月6日 モリアオガエル卵塊 卵塊 中水池 カエル

242 5月5日 コガクウツギ 開花 山林内

241 5月5日 ギンリョウソウ 開花 野草（腐生植物）

240 5月5日 ミズキ 開花 西ゲート向かい

239 5月4日 マツバウンラン 開花 各所 野草

238 5月4日 トチノキ 開花 多目的広場入口

237 5月4日 オオカナメモチ 開花 作業舎上

236 5月4日 オニグルミ 開花 苗畑

235 5月4日 タニウツギ 開花 ツバキ園トイレ前

234 5月4日 アオハダ 開花 さくら通り

233 5月4日 ハクウンボク 開花 わんこひろば向かい

232 5月4日 ハリエンジュ 開花 センター池前 別名ニセアカシア

231 5月3日 コマユミ 開花 さくら通り

230 5月3日 セイヨウシャクナゲ 満開 管理事務所前

229 5月3日 カマツカ 開花 さくら通り

228 5月3日 ウラジロノキ 開花 第3駐車場

227 5月3日 ジャケツイバラ 咲き始め 立石展望台奥 別名カワライバラ

226 5月1日 コデマリ 満開 多目的広場

225 5月1日 コハウチワカエデ 開花 さくら通り

224 5月1日 オッタチカタバミ 開花 管理事務所前 野草

223 5月1日 マルバアオダモ 開花 管理事務所前

222 4月30日 ハハコグサ 開花 第2駐車場 野草

221 4月30日 キビタキ 飛来 野鳥
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220 4月30日 ハンカチノキ 散り始め 管理事務所前 別名ハトノキ

219 4月29日 チャルメルソウ 開花 野草

218 4月29日 オオデマリ 満開 しゃくなげロード

217 4月28日 キリシマツツジ 満開 管理事務所横三叉路

216 4月28日 ヒトツバタゴ 開花 多目的広場 ナンジャモンジャ

215 4月27日 ヤブヘビイチゴ 開花 山林内 野草

214 4月27日 コツクバネウツギ 開花 さくら通り

213 4月26日 アキグミ 開花 さくら橋

212 4月26日 ヒメヤマツツジ 開花 東山作業路

211 4月26日 ミヤマガマズミ 開花 ファミリー広場他

210 4月26日 コバノガマズミ 開花 各所

209 4月26日 ハイノキ 開花 各所

208 4月26日 シラカシ 開花 各所

207 4月23日 キュウリグサ 開花 管理事務所前 野草

206 4月23日 ズミ 開花 西ゲート向かい

205 4月23日 オッタチカタバミ 開花 各所

204 4月23日 コデマリ 開花 見本園

203 4月23日 オオデマリ 開花 しゃくなげロード入口

202 4月23日 キレンゲツツジ 開花 第2駐車場

201 4月23日 ウバメガシ 開花 各所

200 4月23日 ナンゴクウラシマソウ 開花 山林内 野草

199 4月23日 アズキナシ 開花

198 4月22日 ランシンボク 開花 さくら通り カイノキ

197 4月22日 ハンカチノキ 開花 管理事務所前

196 4月22日 ホオノキ 開花 見本園

195 4月19日 ドイツスズラン 開花 管理事務所前 園芸種（草本）

194 4月19日 タチイヌノフグリ 開花 各所 野草

193 4月19日 イタヤカエデ 開花 わんこひろば付近，さくら通り下

192 4月16日 オオルリ 飛来 山林内 野鳥

191 4月16日 コマドリ 飛来 山林内 野鳥

190 4月16日 ニガイチゴ 開花 第2駐車場 野草

189 4月16日 ハンカチノキ 総苞片開きはじめ 管理事務所前 別名ハトノキ
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188 4月16日 ユズリハ 開花 見本園ほか

187 4月16日 ムラサキサギゴケ 開花 各所 野草

186 4月16日 シナヒイラギ 開花 管理事務所周辺 別名ヒイラギモチ

185 4月16日 ムベ 開花 園内各所

184 4月14日 松月 満開 作業舎裏上，苗畑 サクラ品種（八重桜）

183 4月13日 ツルニチニチソウ 開花 正面ゲート 野生化（草本）

182 4月13日 御衣黄 満開 さくら通り サクラ品種（八重桜）

181 4月13日 紅華 満開 第5駐車場，多目的広場，苗畑 サクラ品種（八重桜）

180 4月13日 紅普賢 満開 第5駐車場，さくら通り サクラ品種（八重桜）

179 4月13日 オオモミジ 開花 管理事務所前

178 4月13日 トウモクレン 開花 見本園

177 4月13日 カリン 開花 学習展示館裏

176 4月13日 キリシマツツジ 開花 ツバキ園前

175 4月13日 イスノキ 開花 管理事務所前

174 4月13日 菊桜 開花 多目的広場 サクラ品種（八重桜）

173 4月13日 花笠 満開 第5駐車場 サクラ品種（八重桜）

172 4月13日 キクモモ 満開 管理事務所前 モモ品種（菊咲）

171 4月12日 蘭蘭 満開 第5駐車場，多目的広場 サクラ品種（八重桜）

170 4月12日 駿河台匂 開花 第5駐車場，多目的広場 サクラ品種

169 4月12日 紅時雨 開花 第5駐車場 サクラ品種（八重桜）

168 4月12日 牡丹桜 開花 多目的広場 サクラ品種（八重桜）

167 4月12日 福禄寿 開花 第5駐車場，多目的広場 サクラ品種（八重桜）

166 4月12日 兼六園菊桜 開花 さくら通り，多目的広場 サクラ品種（八重桜）

165 4月12日 ジシバリ 開花 管理事務所前 野草

164 4月12日 ナシ 開花 苗畑

163 4月12日 ウリハダカエデ 開花 林内

162 4月12日 ウリカエデ 開花 しゃくなげロード

161 4月12日 フデリンドウ 開花 管理事務所前，西ゲート他 野草

160 4月12日 ヤマフジ 開花 各所

159 4月12日 フジ（ノダフジ） 開花 多目的広場他

158 4月11日 リキュウバイ 開花 車庫裏

157 4月11日 関山 満開 管理事務所前 サクラ品種（八重桜）
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156 4月11日 ドウダンツツジ 開花 園路沿い

155 4月11日 ニガナ 開花 管理事務所前 野草

154 4月11日 カラタチ 開花 見本園

153 4月11日 ザイフリボク 開花 多目的広場他

152 4月11日 ハナズオウ 開花 見本園

151 4月11日 エヒメアヤメ 開花 管理事務所前 野草　別名タレユエソウ

150 4月11日 佐野菊桜 開花 さくら通り サクラ品種（八重桜）

149 4月10日 松月 開花 作業舎裏上 サクラ品種（八重桜）

148 4月10日 紅普賢 開花 さくら通り，第5駐車場 サクラ品種（八重桜）

147 4月9日 ヤエガワカンバ 開花 見本園

146 4月9日 ミツバアケビ 開花 薬草園入口 野草

145 4月9日 ハナカイドウ 開花 ツバキ園前，管理事務所前

144 4月9日 イヌシデ 開花 わんこひろば法面

143 4月9日 シナサワグルミ 開花 西ゲート

142 4月9日 ハナモモ 満開 管理事務所前 モモ品種（紅色八重咲）

141 4月9日 キクモモ 開花 管理事務所前 モモ品種（菊咲）

140 4月9日 スノキ 開花 東山作業路

139 4月9日 カナクギノキ 開花 ツバキ園横

138 4月9日 紅華 開花 第5駐車場，多目的広場 サクラ品種（八重桜）

137 4月9日 シロヤマブキ 開花 管理事務所前，苗畑

136 4月8日 白妙 満開 車庫前 サクラ品種（八重桜）

135 4月8日 一葉 満開 さくら通り サクラ品種（八重桜）

134 4月8日 手弱女 満開 第5駐車場 サクラ品種（八重桜）

133 4月8日 楊貴妃 満開 車庫前 サクラ品種（八重桜）

132 4月8日 シダレモモ 満開 学習展示館裏 モモ品種（白色八重咲枝垂）

131 4月8日 御車返し 満開 作業舎裏下 サクラ品種（半八重）

130 4月7日 ツツドリ 飛来 山林内 さえずり確認

129 4月7日 江波山桜 満開 多目的広場 サクラ品種（八重桜）

128 4月7日 八重紅枝垂れ 満開 学習展示館裏 サクラ品種（八重桜）

127 4月7日 ビロードイチゴ 開花 園路沿い 正面ゲート上

126 4月7日 ヤマブキ 開花 管理事務所前

125 4月7日 キランソウ 開花 管理事務所周辺 野草　別名：地獄の釜の蓋
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124 4月7日 ケヤキ 開花 学習展示館前

123 4月7日 スイセン 開花 レストハウス進入路 野生化（草本）

122 4月7日 御衣黄 開花 さくら通り，多目的広場 サクラ品種（八重桜）

121 4月7日 八重紅大島 満開 さくら通り サクラ品種（八重桜）

120 4月6日 ナズナ 開花 屋上庭園 野草

119 4月6日 関山 開花 さくら通り サクラ品種（八重桜）

118 4月6日 イロハモミジ 開花 各所

117 4月6日 楊貴妃 開花 車庫上 サクラ品種（八重桜）

116 4月5日 シダレモモ 開花 学習展示館裏 モモ品種（白色八重咲枝垂）

115 4月5日 ハナモモ 開花 管理事務所前 モモ品種（紅色八重咲）

114 4月4日 オニタビラコ 開花 各所 野草

113 4月4日 ウグイスカグラ 開花 ファミリー広場付近

112 4月4日 ボケ 開花 センター池付近

111 4月4日 マメザクラ 開花 多目的広場付近 サクラ野生種

110 4月4日 霞桜 開花 作業舎上 サクラ品種

109 4月4日 花笠 開花 第5駐車場 サクラ品種（八重桜）

108 4月4日 手弱女 開花 第5駐車場 サクラ品種

107 4月4日 蘭蘭 開花 第5駐車場 サクラ品種（八重桜）

106 4月4日 紅豊 満開 第5駐車場 サクラ品種（八重桜）

105 4月3日 アオキ 開花 正面ゲート

104 4月3日 白妙 開花 車庫付近 サクラ品種（八重桜）

103 4月3日 御車返 開花 第5駐車場 サクラ品種（一重八重）

102 4月3日 ナガバモミジイチゴ 開花 園内各所 野草

101 4月3日 一葉 開花 さくら通り サクラ品種（八重桜）

100 4月2日 ヒメヤシャブシ 開花 山林内

99 4月2日 広島江波山桜 開花 多目的広場広場 サクラ品種（八重桜）

98 4月2日 染井吉野 満開 さくら通り サクラ品種

97 4月2日 八重紅大島 開花 さくら通り サクラ品種（八重桜）

96 4月2日 被爆桜 開花 多目的広場 サクラ品種（染井吉野）

95 4月2日 ベニスモモ 開花 見本園 ミロバランスモモ品種

94 4月1日 ハシリドコロ 開花 薬草園向かい 野草

93 4月1日 タネツケバナ 開花 中水池下 野草
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92 4月1日 オオヤマザクラ 開花 さくら通り サクラ野生種

91 3月31日 寒咲大島 開花 作業舎裏 サクラ品種

90 3月31日 赤実大島 開花 さくら通り サクラ品種

89 3月31日 思川 開花 さくら通り サクラ品種（八重桜）

88 3月30日 ハクモクレン 満開 見本園

87 3月30日 コブシ 満開 見本園

86 3月30日 ユキヤナギ 開花 苗畑

85 3月30日 紅豊（松前紅豊） 開花 第5駐車場 サクラ品種（八重桜）

84 3月30日 オオシマザクラ 開花 第5駐車場 サクラ野生種

83 3月30日 陽光 開花 レストハウス進入路 サクラ品種

82 3月30日 修善寺寒桜 満開 さくら通り サクラ品種

81 3月30日 神代曙 開花 さくら橋 サクラ品種

80 3月29日 興津 開花 ツバキ園 ツバキ品種

79 3月29日 籠釣瓶 開花 ツバキ園 ツバキ品種

78 3月29日 ロゼフローラ 開花 ツバキ園 ツバキ品種

77 3月29日 春曙光 開花 ツバキ園 ツバキ品種

76 3月29日 紅枝垂 満開 レストハウス前 サクラ品種

75 3月29日 染井吉野 開花 学習展示館前 サクラ品種

74 3月29日 ハウチワカエデ 開花 わんこ広場横

73 3月29日 コバノミツバツツジ 開花 ゲート上林縁

72 3月29日 小彼岸 満開 第5駐車場付近 サクラ品種

71 3月29日 河津桜 満開 レストハウス前 サクラ品種

70 3月29日 紅乙女 開花 ツバキ園 ツバキ品種

69 3月29日 越の彼岸 開花 第5駐車場 サクラ品種

68 3月29日 ラッパズイセン 開花 レストハウス進入路 野生化（草本）

67 3月29日 オキナグサ 開花 管理事務所前 野草

66 3月29日 ハクモクレン 開花 さくら通り

65 3月29日 コブシ 満開 園内

64 3月29日 エドヒガン 開花 さくら通り サクラ野生種

63 3月29日 八重紅彼岸 開花 さくら通り サクラ品種（八重桜）

62 3月28日 ヒュウガミズキ 満開 車庫前

61 3月28日 トサミズキ 満開 車庫裏
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60 3月28日 紅乙女 開花 ツバキ園 ツバキ品種

59 3月28日 チューリップタイム 開花 ツバキ園 ツバキ品種

58 3月28日 ウンナンオウバイ 開花 管理事務所前

57 3月27日 修善寺寒桜 開花 さくら通り サクラ品種

56 3月27日 カンヒザクラ 開花 林間広場 サクラ野生種

55 3月27日 紅枝垂 開花 レストハウス前 サクラ品種

54 3月26日 カツラ 開花 ツバキ園前

53 3月26日 コブシ 開花 出会いの広場

52 3月26日 アンズ 開花 さくら通り

51 3月25日 イヌガシ 開花 東山作業路

50 3月25日 シロモジ 開花

49 3月25日 タムシバ 開花 第5駐車場

48 3月25日 ヒガンマムシグサ 開花 園内各所 野草

47 3月24日 タチツボスミレ 開花 野草

46 3月24日 シハイスミレ 開花 学習展示館裏 野草

45 3月24日 タムシバ 開花 浄水場前、山林内

44 3月24日 小彼岸 開花 西ゲート横 サクラ品種

43 3月23日 紅太神楽 開花 ツバキ園 ツバキ品種

42 3月23日 大寒桜 開花 第5駐車場 サクラ品種

41 3月23日 寒桜 開花 多目的広場 サクラ品種

40 3月23日 ハナノキ 開花 県木の森

39 3月22日 クロモジ 開花 中水池下

38 3月21日 オオバヤシャブシ 開花 山林

37 3月21日 太神楽 開花 城前橋 ツバキ品種

36 3月21日 ツチグリ 発生 車庫横 きのこ

35 3月21日 子福桜 開花 見本園入口 サクラ品種

34 3月20日 弓場絞 開花 ツバキ園 ツバキ品種

33 3月20日 紅妙蓮寺 開花 ツバキ園 ツバキ品種

32 3月20日 チューリップタイム 開花 ツバキ園 ツバキ品種

31 3月20日 ジャヤナギ 開花 苗畑

30 3月20日 イヌコリヤナギ 開花 苗畑

29 3月20日 河津桜 開花 レストハウス前 サクラ品種
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28 3月18日 十月桜 満開 管理事務所上三叉路

27 3月17日 ヒサカキ 開花 園路沿い各所

26 3月17日 ヒュウガミズキ 開花 車庫前

25 3月16日 ミツマタ 開花 管理事務所前

24 3月16日 トサミズキ 開花 多目的広場入口、車庫裏

23 3月16日 ダンコウバイ 開花 さくら通り

22 3月15日 サンシュユ 開花 多目的広場

21 3月15日 メタセコイア 開花 さくら通り

20 3月15日 バッコヤナギ 開花 苗畑

19 3月15日 キャラボク 開花 学習展示館前

18 3月14日 一子侘助 開花 ツバキ園 ツバキ品種

17 3月14日 フラグラントピンク 開花 ツバキ園 ツバキ品種

16 3月14日 キブシ 開花 中水池下

15 3月13日 アブラチャン 開花 さくら通り

14 3月13日 シキミ 開花 林内各所

13 3月10日 ウメ（紅梅） 開花 見本園

12 3月8日 玉霞 開花 ツバキ園 ツバキ品種

11 3月8日 秋の月 開花 ツバキ園 ツバキ品種

10 3月6日 コリヤナギ 開花 苗畑

9 3月1日 ヤブツバキ 開花 管理事務所横三叉路

8 2月28日 アケボノアセビ 開花 西ゲートへの園路沿い

7 2月25日 十月桜 開花 管理事務所上三叉路 春花

6 2月25日 セリバオウレン 開花 薬草園向かい

5 2月25日 ウメ（白） 開花 苗畑

4 2月20日 スギ 開花 各所

3 2月20日 アセビ 開花 レストハウス前

2 2月17日 アテツマンサク 開花 さくら通り

1 1月19日 ソシンロウバイ 開花 管理事務所前


