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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

夏から秋へ・・・

第２回 秋の緑化推進まつり開催
2009年11月1日(日)

長久保公園産
草花無料配布
各回先着５０人
１１時・１４時

１０：００～１５：００
雨 天 の 場 合 は1 1月3日 （ 火 ） に 順 延

毎年恒例

第２１回 冬の即売会開催

参加団体とイベント内容
花のボランティア藤沢
草花苗の販売
ＪＡさがみ 大庭支店
野菜の即売会

酔蘭香房 庵
山野草苗即売会
苔玉づくり体験講座

藤沢グリーンスタッフの会
活動パネル展･木工クラフト
竹炭･花炭の展示
長久保植木園芸普及協会
植木及び草花の販売

ポップコーンや豚汁も販売予定

午前９ ：００ ～売切 れ次第 終了

湘風盆栽愛好会
山野草販売
盆栽展示

神奈川さつき会
さつき苗木･盆栽･盆栽用鉢の販売
盆栽の手入れの仕方（実演・相談）
神奈川さつき会の活動紹介

2009年12月５日(土)

藤沢菊花会

菊作り相談コーナー
菊苗・鉢物の販売

※内容は変更する場合もございます。

シクラメン ポインセチア
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✿ ✿ ✿ ✿ 園内秋の見ごろ情報 ✿ ✿ ✿ ✿
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園芸ワンポイント
―観葉植物の 冬越しのポイ ント―

観葉植物の多くは高温多湿の熱帯地方や亜熱帯地方が原産地ですので寒さ
は苦手です。秋の深まりとともに、生育活動が減少するため、あまり鉢土が
乾かなくなってきます。徐々に水やりの間隔を空けましょう。
また、これからの時期は肥料も必要ありません。室内に入れるタイミング
の目安としては、10月下旬頃ですが、遅くても11月上旬には室内に入れま
しょう。少しでも温度の高い場所に置く工夫をしますが、特にガラス戸に面
した廊下などは光が入る反面、明け方などに冷え込むなど、昼と夜の温度差
が生じやすいので、注意が必要です。
冬の水やりは控えめが原則です。表面の土が乾いた後、さらに2，3日経過
してから行いましょう。水やりは、できれば温かい日の午前中に行い、夕方
には乾く程度を目安に行いましょう。また、冬の室内は暖房などにより乾燥
気味です。霧吹きなどを用いて葉水により乾燥を防ぎましょう。

サ ー ク ル 紹 介『ボタニカルアートサークル』
長久保公園で活動している緑化愛好会の紹介コーナーです。
長久保公園では平成１７年度から“ボタニカルアート”
の講習会を開催しております。
ボタニカルアートとは、植物を観察しながら細部まで緻
密に描く植物細密画のことです。歴史は古く、古代エジプ
トや中国では薬草を見分ける図譜として、ルネサンス期には
建築や陶器などの文様として植物画が描かれました。
長久保公園のボタニカルアート講習会は、年間１０回の
講座で絵の具や筆の説明から細密画を描くにあたってのデ
ッサン、植物を観察するコツなど細かい点まで講師からの
指導が受けられるため、大変人気があり、毎年２４人の定
員に対し１００人ほどの応募があります。
また、１年間の講習会を受けた後も引き続き３８人
（１～４期生）でサークルとして活動しており、毎年
2 月に長久保公園の展示ホールにて作品展を開催する
とともに、２１年９月には藤沢市民ギャラリーにて
７３点の作品展も開催いたしました。

記念樹の引換え(藤沢市民対象)

みどりの銀行 －グリーンバンクー

出生･結婚･新築のお祝いに記念樹を
差し上げます。

みどりのリサイクル掲示板です

出生

藤沢市役所市民窓口センターから渡された
記念樹引換えカードをお持ち下さい。
結婚

市内に婚姻届を出された方はその際に渡さ
れた記念樹引換えカードをお持ち下さい。
市外や夜間、年末年始や祝日に婚姻届を
出された方は市民窓口センターから引換え
カードを頂いてから来園して下さい。

植木鉢

種類はさまざま
100個程度
バラ栽培用鉢

12号１鉢 １０号５鉢 ８号２鉢
シンビジューム
シ ンビジ ュー ム３０鉢
色は さ ま ざま

新築

新築の証明ができる書類(検査済証や登記
簿など)をお持ち、直接来園して下さい。

引換え期限は出生･結婚は届出から、新築は
証明書類の日付から ６ヶ月 です

※詳しくは長久保公園管理事務所まで
問い合わせください。
ＴＥＬ ０４６６（３４）８４２２
長久保公園には情報提供のみの
掲示となり実物はございません。

緑化講習会

緑化講習会
開催日

講 習 会 名

10/2 ハロウィンの壁飾りをつくろう！
10/３ ハロウィンの壁飾りをつくろう！

10 /１2

親子で楽しむ四季(秋編)
～自然観察【樹木図鑑づくり】と【どんぐり工作】～

10 /１５ 音楽になった植物たち ～秋編～
10 /１６ 秋色の寄せ植えコンテナづくり
10 /１８

10/25
10/29
10/３１

11/７
11/１１
11 /１３

さつき講習会～止め肥と針金かけ及び最後の消毒～
松の手入れ方法 ～葉のもみ上げ～
つるを使ってかごを編もう！ ～小さな盛りかごづくり～
秋の山野草を使った寄せ植えづくり
家庭菜園講座 ～越冬野菜の準備と栽培法～
家庭菜園講座 ～越冬野菜の準備と栽培法～

晩秋の自然・植物観察会
～緑化相談員と園内で木の実や種子を観察しよう～

果樹の楽しみ色々 ～果樹をコンパクトに美しく仕立てる～
さつき講習会 ～冬越し対策～
ミニ葉ボタンを使った初心者のための
11/１９
ハンギングバスケットづくり
11/１4
11/１5

11/22

親子で楽しむ四季(冬編)
～自然素材を使った冬のリースをつくろう！～

11/29

木の実とプリザーブドフラワーを使った
クリスマスリースづくり

講 習 会 名

開催日
12/１

木の実とプリザーブドフラワーを使った
クリスマスリースづくり

12/８
12/18
12/19

音楽になった植物たち ～冬編～
お正月飾りをつくろう！
お正月飾りをつくろう！

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
場合がございます。申込方法や参加費等の詳細は、「広報ふじさわ」
または「長久保公園内の掲示板」や「長久保公園ホームページ」を
ご覧ください。

みどりの展示会
開催期間
10/2～4
10/10～12
10/17～18
10/23～25
10/29～11/12
11/14～15
11/21～29
12/11～25
12/19～1/11

展示会名
秋のベゴニア展
秋の山野草展
さつき盆栽と山野草展
秋季盆栽展

菊花展
寒蘭展
押し花展
クリスマスクラフト展

緑と花の街づくりポスター展

出展団体
ベゴニア愛好会
湘南山草会
湘南遊行さつき会
湘風盆栽愛好会
藤沢菊花会
酔蘭香房 庵
ゆう押し花倶楽部
長久保公園
長久保公園

長久保公園都市緑化植物園のご利用案内
開園時間
８:３０～１７:００

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
主な業務内容
記念樹配布/みどりの相談コーナー/緑化講習会
みどりの展示会/即売会など
交通のご案内
☆藤沢駅北口(３番線バス乗り場)長久保経由 辻堂駅
行き、又は 辻堂団地行き「長久保」下車 徒歩３分
☆小田急江ノ島線「本鵠沼駅」下車 徒歩１５分
駐車場
無料 ９６台(身障者用３台分含む)
※大型バスは止められません
長久保公園都市緑化植物園 ホームページ
http://f-machikyo.or.jp/naga01.html

『長久保』

