
しだれ梅と椿 今日のいちまい（令和３年） 
椿 見頃（３月２２日） 

城南椿・至宝・久寿玉・おぼろ月・月潭・春の曙・昴・玉の浦・菱唐糸・太陽錦・春風・曙・胡蝶侘助・流星光・

千羽鶴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・蝦夷錦・藪椿・加茂本阿弥・白玉椿・胡蝶侘助・紅侘助・日光・

月光・乙女椿・伊予風車・伊予大輪・古都の香・白菊・星娘・太神楽・ 

乙女椿・花冨貴・有楽・月照・岩根絞・初嵐・孔雀椿・白羽衣・かぎろひ・秋の山・若紫・和歌の浦  などが咲い

ています。 

 

しだれ梅と椿まつり は、本日で終了です。引き続き、椿の花は楽しみ頂けます。 

本ページの更新は、今日が最終回です。⾧い間、ご覧頂きありがとうございました。 

菱唐糸です。少し花が咲くのが遅めでしたが、最終日には間に合いたくさん美しい花を咲かせています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



椿 見頃（３月２１日） 

城南椿・至宝・久寿玉・おぼろ月・月潭・春の曙・昴・玉の浦・菱唐糸・太陽錦・春風・曙・胡蝶侘助・流星光・

千羽鶴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・蝦夷錦・藪椿・加茂本阿弥・白玉椿・胡蝶侘助・紅侘助・日光・

月光・乙女椿・伊予風車・伊予大輪・古都の香・白菊・星娘・太神楽・花冨貴・有楽・月照・岩根絞・初嵐・孔

雀椿・白羽衣・かぎろひ・秋の山・若紫  などが咲いています。 

くっきりとした赤地に白覆輪が美しい玉の浦です。 

 
 

椿 見頃（３月２０日） 

城南椿・至宝・久寿玉・おぼろ月・月潭・春の曙・昴・玉の浦・菱唐糸・太陽錦・春風・曙・胡蝶侘助・流星光・

金花茶・千羽鶴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・蝦夷錦・藪椿・加茂本阿弥・白玉椿・胡蝶侘助・紅侘

助・日光・月光・乙女椿・伊予風車・伊予大輪・古都の香・白菊・白侘助・星娘・太神楽・花冨貴・有楽・月

照・北斗星・岩根絞・初嵐・孔雀椿・日輪・白羽衣・かぎろひ  などが咲いています。 

かぎろひです。まだ腰の高さぐらいの大きさですが、今年はたくさんの花が咲いていますので見応えがあります。 

 
 



椿 見頃（３月１９日） 

城南椿・至宝・竜宝・久寿玉・おぼろ月・月潭・春の曙・昴・玉の浦・菱唐糸・太陽錦・春風・曙・胡蝶侘助・流

星光・金花茶・千羽鶴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・蝦夷錦・藪椿・加茂本阿弥・白玉椿・胡蝶侘助・

紅侘助・日光・月光・乙女椿・伊予風車・伊予大輪・古都の香・白菊・白侘助・星娘・太神楽・乙女椿・花冨

貴・有楽・月照・北斗星・岩根絞・初嵐・孔雀椿・日輪・白羽衣・かぎろひ  などが咲いています。 

孔雀椿です。枝垂れ性があります。 

 
 

椿 見頃（３月１８日） 

城南椿・至宝・竜宝・久寿玉・おぼろ月・月潭・春の曙・昴・玉の浦・菱唐糸・太陽錦・春風・曙・胡蝶侘助・流

星光・金花茶・千羽鶴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・蝦夷錦・藪椿・加茂本阿弥・白玉椿・胡蝶侘助・

紅侘助・日光・月光・乙女椿・伊予風車・伊予大輪・古都の香・白菊・白侘助・星娘・太神楽・花冨貴・有楽・

月照・北斗星・岩根絞・初嵐・孔雀椿・日輪・白羽衣・かぎろひ  などが咲いています。 

淡い桃色の花が咲く、春の曙です。 

 
 



椿 見頃（３月１７日） 

城南椿・至宝・竜宝・久寿玉・おぼろ月・月潭・春の曙・昴・玉の浦・菱唐糸・太陽錦・春風・曙・胡蝶侘助・流

星光・金花茶・千羽鶴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・古都の香・蝦夷錦・藪椿・加茂本阿弥・白玉椿・

胡蝶侘助・紅侘助・日光・月光・乙女椿・伊予風車・伊予大輪・白菊・白侘助・星娘・太神楽・乙女椿・花冨

貴・有楽・月照・北斗星・岩根絞・初嵐・孔雀椿・日輪・白羽衣  などが咲いています。 

千重咲きの白菊です。つぼみもたくさんあります。 

 
 

椿 見頃（３月１５日） 

椿が大きな木から小さな木まで、いろいろな品種が咲いています。 

たくさん咲いていますので、傷みのないきれいな花もいっぱいあります。 

この機会のシャッターシャンスをお見逃しなく。みなさんの方を向かずに咲いている花もありますが、ご容赦ください。 

椿    城南椿・至宝・竜宝・久寿玉・おぼろ月・月潭・春の曙・昴・玉の浦・菱唐糸・太陽錦・春風・曙・胡蝶

侘助・流星光・金花茶・千羽鶴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・古都の香・蝦夷錦・藪椿・加茂本阿弥・

白玉椿・胡蝶侘助・紅侘助・日光・月光・乙女椿・伊予風車・伊予大輪・白菊・白侘助・星娘・太神楽・花冨

貴・有楽・月照・北斗星・岩根絞・初嵐・孔雀椿・日輪 などが咲いています。 

藤桃色・千重咲きの美しい花が咲いています。至宝（しほう）という品種です。 

 



お庭の入口からしばらく苑路の両サイドに椿が咲いています。（１４日の様子） 

 
 

しだれ梅の梅林を抜け、ご本殿のうしろのあたりにもたくさん椿の花が咲いています。（１４日の様子） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



しだれ梅 おしまい（ほぼ、散りました） / 椿 見頃（３月１４日） 

しだれ梅 おしまい（ほぼ、散りました） 

椿 城南椿・至宝・竜宝・久寿玉・おぼろ月・月潭・春の曙・昴・玉の浦・菱唐糸・太陽錦・春風・曙・胡蝶

侘助・流星光・金花茶・千羽鶴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・古都の香・蝦夷錦・藪椿・加茂本阿弥・

白玉椿・胡蝶侘助・紅侘助・日光・月光・乙女椿・伊予風車・伊予大輪・白菊・星娘・太神楽・花冨貴・有楽・

月照・北斗星・岩根絞 などが咲いています。   

雨上がり、たくさんの椿が苔の上に落ちていました。春の山のしだれ梅の梅林までにもこんな落ち椿の景色が楽しめ

ます。 

 
 

濃い紅色に白の斑入りの昴です。 

 



しだれ梅 ６～７割程度、散っています / 椿 見頃（３月１3 日） 

しだれ梅 ６～７割程度散っています。 

椿 玉の浦・菱唐糸・太陽錦・春風・曙・胡蝶侘助・流星光・金花茶・千羽鶴・花冨貴・以津の夢・七曜

変化・尾張五色椿・古都の香・伊予風車・伊予大輪・白菊・星娘・太神楽・乙女椿など、その他多くの種類が咲

いています。 

しだれ梅は、ほぼ終わりの状態に近づいてきました。椿は、見頃を迎えています。写真は、入苑後 しだれ梅の梅

林までの場所です。右側手前から蝦夷錦・有楽・伊予風車 左側手前から胡蝶侘助・伊予大輪とたくさん咲い

ています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



しだれ梅 ５～６割程度、散っています / 椿 見頃（３月１１日） 

しだれ梅 全体としては４～５割程度散っています。                

花びらの絨緞と苔の上の落ち椿の景色をお楽しみ頂けます。           

苑内に背の高さぐらいの鉢植えのしだれ梅を数本置きました。 

椿    玉の浦・菱唐糸・太陽錦・春風・曙・胡蝶侘助・流星光・金花茶・千羽鶴・花冨貴・以津の夢・七曜変

化・尾張五色椿・古都の香・伊予風車・伊予大輪・白菊・星娘・太神楽・乙女椿など、その他多くの種類が咲い

ています。 

しだれ梅と苔の上の落ち椿 の景色は、大人気の撮影ポイントです。すこし左の方に向くと、遅咲きのしだれ梅が

背景になるので、いい感じになります。 

 
 

品種名も見た目も愛らしい椿、 春風（しゅんぷう） です。 

 
 

 



しだれ梅 散り始め、花びらの絨緞へ / 椿 見頃（３月１０日） 

しだれ梅 遅咲きが満開を迎えていますが、全体としては４～５割程度散っています。           

花びらの絨緞と苔の上の落ち椿の景色をお楽しみ頂けます。      

苑内に背の高さぐらいの鉢植えのしだれ梅を数本置きました。 

椿    春風・曙・胡蝶侘助・流星光・金花茶・千羽鶴・花冨貴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・古都の

香・伊予風車・白菊・星娘など、その他多くの種類が咲いています。 

朝は寒い日が続き、日中もそれほど気温が上がっていませんので、４～５割程度の散り方で持ちこたえている感じ

です。 

 
 

胡蝶侘助です。蕾がたくさん、これからが楽しみです。 

 
 



しだれ梅 散り始め、花びらの絨緞へ / 椿 見頃（３月９日） 

しだれ梅 遅咲きが満開を迎えていますが、全体としては４割程度散っています。      

花びらの絨緞と苔の上の落ち椿の景色をお楽しみ頂けます。 

苑内に背の高さぐらいの鉢植えのしだれ梅を数本置きました。 

椿    春風・曙・胡蝶侘助・流星光・金花茶・千羽鶴・花冨貴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・古都の

香・伊予風車・星娘など、その他多くの種類が咲いています。 

緋色の花びらも落ち始め、花びらの絨緞のグラデーションが見られます。 

 
 

桔梗咲きの以津の夢です。ほんのりピンクがかった蕾が愛らしいです。 

 
 

 



しだれ梅 散り始め、花びらの絨緞へ / 椿 見頃（３月８日） 

しだれ梅 遅咲きが満開を迎えていますが、全体として４割程度散っています。 

花びらの絨緞と苔の上の落ち椿の景色をお楽しみ頂けます。 

椿    金花茶や千羽鶴・花冨貴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・古都の香・伊予風車・星娘など、その

他多くの種類が咲いています。花付きも良く、咲いている花と蕾を一緒にフレームにおさめることができる場所がたく

さんあります。 

 
 

咲き分けの品種、七曜変化。 

 
  

 

 



しだれ梅 見頃すぎ / 椿 見頃（３月７日） 

しだれ梅 遅咲きが満開を迎えていますが、全体として見れば散り始めてさみしくなってきました。 

     花びらの絨緞の状態が始まり、苔の上の落ち椿の景色をお楽しみ頂けます。 

椿    金花茶や千羽鶴・花冨貴・以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・古都の香・伊予風車・星娘など多くの

種類をお楽しみ頂けます。 

 
 

唐子咲きの星娘です。 

 
 

 

 

 



しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（３月６日） 

しだれ梅 遅咲きが満開を迎えました。 

全体として見れば散り始めていますが、花びらの絨緞の状態が始まり、苔の上の落ち椿の景色をお楽し

み頂けます。 

椿    金花茶や以津の夢・七曜変化・尾張五色椿・古都の香・伊予風車など多くの種類をお楽しみ頂けま

す。 

 
 

千重咲きの乙女椿、薔薇のようにも見える美しい花です。 

 
 

 

 



しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（３月５日） 

しだれ梅と椿、いずれも見頃 

しだれ梅は、先日の雨で満開のピークは過ぎています。遅咲きの品種もありますので、まだ見頃とは思います

が、、、、本日の雨と風の強さが心配です。 

椿は、金花茶や以津の夢、咲き分けの品種の七曜変化・尾張五色椿も咲き始め、多くの種類をお楽しみ頂けま

す。 

 
 

青竹と真紅の椿、春の山のエリアの中でも少し景色が違う場所です。 

こちらを背景に一枚記念写真をいかがですか 

 
 

 



しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（３月４日） 

しだれ梅と椿、いずれも見頃 

 

見上げると咲いているしだれ梅は少しさみしくなってきましたが、花びらの絨緞との組み合わせの景色が見られます。 

引き続き週末の天気は雨模様の予報です。お早めにお越しください。 

椿は、昨年よりもさらに花付きが良くなっています。来苑のみなさんも立ち止まってたくさん写真を撮ってらっしゃいま

す。 

 
  

椿の品種は、伊予大輪です。 

 
 

 



しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（３月３日） 

しだれ梅と椿、いずれも見頃 

 

２日の雨で、花びらが落ち始めました。 

５、６日はあまり天気がよくないようで、是非早めにお越しください。 

写真は、すべて２日の夕刻に撮影したものです。 

 
 

椿も苑内のあちらこちらで咲いています。 

花付きが良く、咲いた花と蕾とをフレーム内におさめて撮れる場所が随所に見られます。 

膨らんできた蕾を見ると、咲いたときの花柄や色がなんとなくわかります。 

 
 



しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（３月２日） 

しだれ梅と椿、いずれも見頃 

苔の上に花びらが見られるようになってきました。今までと違った雰囲気になってきます。 

２日は終日雨模様のようです。強い雨にならなければいいのですが、、、 

 
 

しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（３月１日） 

しだれ梅と椿、いずれも見頃 

写真、中央のあたりがしだれ梅の枝がいちばん苑路まで張り出しています。見上げると降り注いでくるような雰囲気

を味わえます。 

 
 

 

 



しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（２月２８日） 

しだれ梅と椿、いずれも見頃 

 

まさに絶景といえるタイミングです。甘い香りも漂っています。 

お早めにお越しください。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（２月２７日） 

しだれ梅と椿、いずれも見頃 

３月７日ごろまで、見頃と予測していますが、強い雨や風などにより早く散ってしまうこともあります。お早めにお越

しください。 

椿は、たくさんの品種がありますので、まだまだ見頃は続きます。 

２６日の夕刻に撮影した写真です。朝から３時ごろまで雨が降り続きました。そのため、少し花びらが散ってしまい

ました。 

が、かえって苔の上に花びらが落ちてピンク色に染まり、見応えのある景色になっています。 

また、ピンクの花びらは、雨のあとは少し濃く見えますので全体的にピンクの色が強調された写真が撮れます。 

 
 

メジロもあちこち飛び回っていました。 

 
 



しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（２月２６日） 

しだれ梅と椿、いずれも見頃 

 

小川にかかるしだれ梅、そしてピンクと白のしだれ梅をバランス良くおさめることが出来ます。 

 
  

”しだれ梅と落ち椿”の少し手前の場所、 ”青竹と真紅の椿” の景色をご覧になれます。 

背の高さぐらいのところでも咲いています。 

 
 

 

 

 

 



しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（２月２５日） 

しだれ梅と椿、いずれも見頃 

しだれ梅の甘い香りが漂っています。めじろも朝からたくさん見かけました。 

 
 

写真の椿は、蝦夷錦。幹で咲き分ける品種です。今年は昨年よりも花付きがよく、たくさんの方が足を止めて写真

を撮ってらっしゃいます。 

 
 

 

 

 

 

 



しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（２月２４日） 

しだれ梅と椿、いずれも見頃 

春の山のメインステージともいえる場所です。ご覧の通り、見頃を迎えています。 

 
 

しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（２月２３日） 

しだれ梅 見頃       

白色が、八～九分。ピンク色が七分です。 

ほぼ満開近くなってきました。咲いた花と愛らしい蕾を見られるタイミングです。 

椿 見頃 

写真は、２２日 夕刻 西日を浴びた ”しだれ梅と落ち椿” の景色です。 

朝日に比べると柔らかな雰囲気の景色の様に感じます。 

 
 



しだれ梅 見頃 / 椿 見頃（２月２２日） 

しだれ梅 見頃 

      ２１日の最高気温は ２１度、一気に開花が進みました。 

      白色が、七～八分。ピンク色が五～六分です。ピンク色のしだれ梅も５本ほど見頃を迎えています。 

      満開ではありませんが、咲いた花と愛らしい蕾を見られるタイミングです。 

椿    見頃 

 

２１日は、日曜日とぽかぽか陽気が重なり、たくさんの観梅のひとでで賑わいました。 

２１日のＫＢＳ京都でも放送されていますので、徐々にひとでが多くなると思われます。 

おそらく、来苑のピークは、満開を迎えているだろう ２７，２８日になるでしょう。 

穏やかな天候が続けば３月７日ごろまでお楽しみ頂けると思いますが、こればかりは、お天気次第ですので、ご了

承ください。 

 

しだれ梅 ４分 / 椿 見頃（２月２１日） 

しだれ梅 白色   ・・・ 五分【3０本は、見頃を迎えています。】      

ピンク色 ・・・ 三分（８本は、四分程度。遅咲きなど１2 本、まだつぼみ） 

椿    見頃 

 

しだれ梅 ３分 / 椿 早咲き見頃（２月２０日） 

しだれ梅 白色   ・・・ 四分【２０本は、見頃を迎えています。】 

ピンク色 ・・・ 二分（６本は、三～四分程度。遅咲きなど１５本、まだつぼみ） 

椿    早咲き見頃（城南椿・加茂本阿弥・角の光・初音・有楽・古都の香・窓の月・紅侘助・白朴伴・曙・

流星光・初嵐・白玉椿・太神楽・蝦夷錦・白菊・越の月光など） 

 

しだれ梅 ２分 / 椿 早咲き見頃（２月１９日） 

しだれ梅 白色   ・・・ 三～四分【早咲きの１４本 見頃】すべて、咲いています。                

ピンク色 ・・・ 二分（４６本 咲いています。） 

椿    早咲き見頃（城南椿・加茂本阿弥・角の光・初音・有楽・古都の香・窓の月・紅侘助・白朴伴・曙・

流星光・初嵐・白玉椿・太神楽・蝦夷錦・白菊・越の月光など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



しだれ梅 咲き始め～２分 / 椿 早咲き見頃（２月１８日） 

しだれ梅 白色   ・・・ 二分【早咲きの６本 見頃】すべて、咲いています。           

ピンク色 ・・・ 咲き始め（３９本） 

椿    早咲き見頃（城南椿・加茂本阿弥・角の光・初音・有楽・古都の香・窓の月・紅侘助・白朴伴・曙・

流星光・初嵐・白玉椿・太神楽・蝦夷錦・白菊・越の月光など） 

 

ここ数日は冷え込み、２０～２２日の間はずいぶん暖かく、日によっては２０度近くまで最高気温も上昇するよ

うです。 

週間天気予報の気温になれば、２３～２５日ぐらいに見頃を迎えることも考えられます。 

 

 白色のしだれ梅の見頃を迎えているところの様子です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



しだれ梅 咲き始め～２分 / 椿 早咲き見頃（２月１７日） 

しだれ梅 白色   ・・・ 二分【早咲きの５本 見頃】すべて、咲いています。      

ピンク色 ・・・ 咲き始め（３６本） 

椿    早咲き見頃（城南椿・加茂本阿弥・角の光・初音・有楽・古都の香・窓の月・紅侘助・白朴伴・曙・

流星光・初嵐・白玉椿・太神楽・蝦夷錦・白菊・越の月光など） 

 

”苔の上に落ち椿” の景色は、一足先にご覧頂けます。 

 
 

しだれ梅 咲き始め～２分 / 椿 早咲き見頃（２月１６日） 

しだれ梅 白色   ・・・ 二分【早咲きの４本 見頃】左記含む４６本咲いています。 

ピンク色 ・・・ 咲き始め（２２本） 

椿    早咲き見頃（城南椿・加茂本阿弥・角の光・初音・有楽・古都の香・窓の月・紅侘助・白朴伴・曙・

流星光・初嵐・白玉椿・太神楽・蝦夷錦・白菊・越の月光など） 

 

しだれ梅 咲き始め / 椿 早咲き見頃（２月１５日） 

１３、１４日と日中の気温も高く、開花状況がすすみました。 

昨年は、１６日には見頃を迎えましたが、今年はまだまだ先になりそうです。 

しだれ梅 咲き始め（白色は４６本が咲き始め、５本が四分程度まで。ピンク色 ２２本が咲き始め） 

椿 早咲き見頃（城南椿・有楽・古都の香・窓の月・紅侘助・白朴伴・曙・流星光・初嵐・白玉椿・太神

楽・蝦夷錦・白菊・越の月光など） 

 

しだれ梅 咲き始め / 椿 早咲き見頃（２月１４日） 

しだれ梅 咲き始め（白色は３１本、ピンク色は５本がちらほら） 

椿    早咲き見頃（城南椿・有楽・古都の香・窓の月・紅侘助・白朴伴・曙・流星光・初嵐・白玉椿・太神

楽・蝦夷錦・白菊・越の月光など） 

 



しだれ梅 つぼみ / 椿 早咲き見頃（２月１２日） 

しだれ梅 白色は、２３本ほどが、ちらほらという状況です。ピンク色は、１本がちらほら。 

椿 早咲き見頃（城南椿・古都の香・窓の月・紅侘助・白朴伴・曙・流星光・初嵐・白玉椿・太神楽・蝦

夷錦・白菊・越の月光・有楽など） 

 

しだれ梅 つぼみ / 椿 早咲き見頃（２月１１日） 

しだれ梅 白色は、２0 本ほどが、ちらほらという状況です。ピンク色は、つぼみです。 

椿 早咲き見頃（城南椿・窓の月・紅侘助・白朴伴・曙・流星光・初嵐・白玉椿・太神楽・蝦夷錦・白

菊・越の月光・有楽など） 

 

しだれ梅 つぼみ / 椿 早咲き見頃（２月１０日） 

しだれ梅 白色は、１５本ほどが、ちらほらという状況です。 

椿 早咲き見頃（城南椿・紅侘助・白朴伴・曙・流星光・初嵐・白玉椿・太神楽・蝦夷錦・白菊・越の月

光・有楽など） 

 

しだれ梅 つぼみ / 椿 早咲き見頃（２月９日） 

しだれ梅 白色は、１０本ほどが、ちらほらという状況です。 

椿 早咲き見頃（城南椿・曙・流星光・初嵐・白玉椿・太神楽・蝦夷錦・白菊・越の月光・有楽など） 

 

３月末までの⾧期天気予報を基準に考えた場合、２月２５日から２８日ぐらいに見頃になるのではと予測して

います。 

但し、日々の気温が予報より高くなったり、低くなったりすることで変わってきます。 

こちらのページをご覧頂き最新の開花状況をご確認ください。 

 

しだれ梅 つぼみ / 椿 早咲き見頃（２月８日） 

しだれ梅 つぼみ 

椿 早咲き見頃（城南椿・曙・流星光・初嵐・白玉椿・太神楽・蝦夷錦・白菊・越の月光・有楽など） 

 

 


