長久保公園都市緑化植物園季刊誌
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２０１４秋 (１０/１１/１２月） 号

ながくぼ
公益財団法人藤沢市まちづくり協会 長久保公園都市緑化植物園

日 時

１１月 ２ 日 （日） 午前１０時～午後３時
雨天の場合は ３日 （月） に順延
みどりの相談所前庭 ・ 花のプロムナード周辺

場 所
体験コーナー

販売コーナー

無料配布コーナー

◇木の実や竹を使ったクラフト

◇自家栽培の草花幼苗

◇地元農家の新鮮野菜

◇コケ玉づくり◇ハーブのクラフト

（パンジー ・ ナノハナ など）

◇山野草や盆栽 ・ 菊苗

◇観葉植物の寄せ植えづくり

◇大花壇草花 ( ブルーサルビア )

◇植木鉢や肥料

◇草花の寄せ植えづくり

◇ドライハーブのティーバッグ

◇植木 ・ 草花 （植木市）

※数量限定 ・ 配布時間あり

◇福祉団体による飲食物

など

縁日コーナー
相談コーナー

展示コーナー

◇ストラックアウト ◇輪投げ
◇ヨーヨーつり

◇菊花展

◇山野草展

◇植物に関する相談

※ポップコーンもあるよ！

◇盆栽展

◇さつき展

（山野草 ・ さつき ・ 盆栽その他植物）

毎年恒例

第 26 回

✿～✿ 園内植物見ごろ情報 ✿～✿

冬の即売会

紅葉を楽しむ ( ～ 12 月中旬 )

２０１４年１２月６日 （土）
時間 ： 午前９ ： ００～
（売り切れ次第終了）
場所 ： みどりの相談所展示ホール
イロハモミジ

秋のハーブ園
ラベンダーセージ

モミジバフウ

秋のバラ園

そのほか秋の植物たち
～ 10 月上旬

～ 11 月上旬

シクラメン・ポインセチア・季節の草花・
寄せ植えなど、少しお安く販売します！

～ 11 月下旬

ネルマーティン

チェリーセージ

～ 11 月上旬

～ 11 月下旬

バタースコッチ

ザクロ
～ 10 月上旬

キンモクセイ

緑化講習会
10/8（水）
10/12（日）

対象
11/20（木）

申込開始

各日ともに、10/2（木）～
庭木の育て方（初級編）～常緑樹の手入れ～

講師：長久保公園みどりの相談員

廣田

邦夫

申込開始 10/3（金）～
樹木の手入れ～松の揉み上げ剪定について～
講師：日本ガーデンデザイン専門学校教諭
鴨下 文秀

10/19（日）

申込不要 当日直接来園
さつき盆栽講習会

～止め肥と針金かけ及び最後の消毒～
講師：神奈川県さつき会

会員

11/7（金）

申込開始 10/31（金）～
秋の山野草講習会

～山野草を育てて楽しもう！～
浅場

申込開始 11/5（水）～
自然・植物観察会

11/6（木）～

講師：長久保公園

宮城

香澄

申込開始日の午前
8時30分より先着順

申込方法
12/21（日）

申込開始 12/9（火）～
親子で楽しむ四季 真冬編

～木の実のキャンドル立てとミツロウソクづくり～

11/23（日）

申込開始 11/18（火）～
親子で楽しむ四季 初冬編

講師：藤沢グリーンスタッフの会

田村

陽子

～自然素材を使った冬のリースをつくろう！～
講師：藤沢グリーンスタッフの会

田村

陽子

11/28（金）

申込開始 11/7（金）～
ミニハボタンを使った寄せ植えづくり
講師：長久保公園

11/30（日）
12/3（水）
12/4（木）

宮城

香澄

申込は往復はがきで長久保
公園まで（後日抽選）

11/14（金）必着
クリスマスクラフト講習会

～木の実やアジサイを使ったホワイトリースづくり～

講師：長久保公園

修司

11/9（日）

申込開始

初心者のための冬のハンギングバスケットづくり

10/11（土）

講師：湘南山草会会長

藤沢市在住の方

12/7（日）
12/11（木）

宮崎

充

申込開始

※講習会の開催日・内容は予定であり、
講師の都合等により変更する場合が
～秋の園内を樹木医と散策しよう！～
ございます。参加費等の詳細は
講師：藤沢グリーンスタッフの会 吉田 義隆 講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
「広報ふじさわ」又は「長久保公園内の
掲示板」や「長久保公園ホームページ」を
申込不要 当日直接来園
申込開始
11/16（日）
12/19（金）
さつき盆栽講習会
12/20（土） 各日ともに、12/4（木）～ ご覧ください。※講習会の申込は公平性を
保つため、1回の電話または来園につき
お正月クラフト講習会～扇形の器にアレンジしよう～
～冬越し対策と一年の振り返り～
お1人様分でおねがいします。
講師：神奈川県さつき会

各日ともに、12/2（火）～
庭木の育て方（初級編）～カキの手入れ～

会員

講師：長久保公園

宮崎

充

緑化愛好団体による、みどりに関する展示会
開催時間 午前１０時～午後４時

みどりの展示会
9/27（土）～10/5（日）

10/24（金）～10/26（日）

秋のおしば美術展

秋の山野草展

11/22（土）～11/30（日）

押し花展

出展団体 湘南おしば会
10/11（土）～10/12（日）

出展団体 湘南山草会
11/1（土）～11/13（木）

出展団体 ゆう押し花倶楽部
12/11（木）～12/25（木）

さつき盆栽と山野草展

菊花展

クリスマスクラフト展

出展団体 湘南遊行さつき会
10/17（金）～10/19（日）

出展団体 藤沢菊花会
11/15（土）～11/16（日）

出展団体 長久保公園
12/13（土）～1/12（月）

秋季盆栽展

寒蘭展

緑と花の街づくりポスター展

出展団体

湘風盆栽愛好会

出展団体

酔蘭香房

庵

市内小・中学生のコンクール入選作品

長久保公園都市緑化植物園のご利用案内
みどりの贈りもの（藤沢市民対象）

<交通のご案内>

出生・結婚・新築のお祝いに記念樹を差し上げます。

☆藤沢駅北口
（２番線バス乗り場）
長久保経由辻堂駅行
又は、辻堂団地行
「長久保」下車
徒歩3分

※引換期間…出生・結婚は届出の日付から、
新築は証明書類の日付から６ケ月です。

みどりの銀行～グリーンバンク～
みどりのリサイクル掲示板です。
ご家庭でいらなくなった植物や鉢などはありませんか。
皆様からの情報をお待ちしております。
※現在登録されている植物等については園内掲示板、
またはホームページやお電話にてご確認ください。

みどり基金へご協力のお願い
藤沢市では貴重な緑地を保全するために
「藤沢市みどり基金」を設立しております。
是非、皆様からの温かいご協力をお願いします。

秋の植木市開催
（植木、草花、園芸資材の販売）
9月23日（火）～12月7日（日）
午前10時～午後4時
定休日 月曜日(祝日の場合は翌火曜日)
※雨天（荒天）の場合は中止になることがあります。

<開園時間> 午前8時30分～午後5時
みどりの相談所・ハーブ見本園は
毎週月曜日及び祝祭日の翌日、
年末年始は休み

☆小田急江ノ島線
「本鵠沼駅」下車
徒歩15分
<駐車場> 無料94台
（身障者用3台分含む）
※大型バスは
停められません

<主な業務内容>
記念樹配布/緑化講習会/みどりの展示会
即売会/みどりの相談コーナーなど
長久保公園都市緑化植物園ホームページ
http://f-machikyo.or.jp/naga01.htm
住所 藤沢市辻堂太平台2-13-35

