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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

第６回 長久保公園 秋の緑化推進まつり

第２５回 冬の即売会

平成２５年１１月３日

平成２５年１２月７日

※雨天中止の場合翌日４日同時刻

時間 １０：００～１５：００
場所 長久保公園都市緑化植物園
主な内容
草花や山野草などの販売 クラフト作り
コケ玉づくり
植物の相談コーナー
ヨーヨー釣り
とれたて野菜の販売
など

時間 ９：００～売切れ次第終了
場所 長久保公園都市緑化植物園
販売品
シクラメン
ポインセチア

季節の草花
草花の寄せ植え
など

園内秋から冬への植物情報

展望広場

西門

※開花時期は昨年のものです。
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１０月初旬頃

③

ツワブキ
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１０月初旬頃

園芸ワンポイント
植物の冬越し方法

植物によって冬越しに必要な温度、湿度、光がそれぞれ異なります。この条件を知る事がこの季節の
管理では大切になります。
屋外では、ビニールトンネル、不織布・寒冷紗での「べたがけ」、わら、落ち葉を敷く事などで寒さ
を防ぐことが出来ます。
鉢物を屋内へ取り入れる最低気温の目安は１０℃以上で、１０月下旬頃と言われています。ただし、
低温で花芽ができるクンシラン、デンドロビウム、プリムラマラコイデス等は霜を避け、一定の期間は
外で栽培します。
シクラメンの生育適温は１５～２０℃ですが、株を維持するだけなら５～１０℃あれば可能です。
家庭では部屋によって温度が違うので最低温度を保つ工夫をします。ビニール袋や発砲スチロール箱
の利用も効果があります。暖房器具の温風には直接当てないようにし、乾燥にも気をつけましょう。
水やりは控えめが原則ですが、開花中の鉢花は水ぎれになりがちなので、午前中に室温に近い汲み置
きの水を掻き混ぜてから与えます。サンセベリアは１２～２月の間の水やりは不要です。
日当たりを好む植物は窓辺に置き、定期的に鉢を回転し、全体に光が当たるようにします。
室内に取り込むときは、病害虫を持ち込まないように注意します。病気の葉や枯葉は取り除き、アブラ
ムシやハダニ等の付着、鉢裏のアリ、ナメクジ、ダンゴムシに注意してください。

サー ク ル 紹 介
長久保公園で活動している
サークルの紹介です。

『湘南山野草同好会』

湘南山野草同好会は、平成２１年４月に発足し、現在５年目に入りました。
会員数は１１名（男性４名、女性７名）で活動しております。
活動は、善行公民館において、毎月第３土曜日の午後１時から３時まで活動し
ています。
活動内容は、会員が育てている山野草を持ちより、栽培方法、要点等について
説明を行なったり、質疑応答を行なっています。また、花についての学習会や植
え替え等の実演を行ない、技術や知識の向上を図っております。
また、春と秋には長久保公園展示ホールにおいて、会員の作品展を行なってお
ります。その際はに、会員が種まき、挿し木、株分け等を行なって育てた苗の販
売も行なっています。
今後は、自生地見学会等も計画をしております。
当会は、日本の野生植物を主としており、
地味な花が多いのですが、季節感があり、
親近感のある花が多く、会員相互の親睦と
共に花を楽しんでおります。
日本の野生植物に興味のある方は、
一緒に楽しみませんか？
随時会員を募集しているので、お気軽に
ご連絡ください。
連絡先
齊藤 武夫

０４６６（８２）６２６１

みどりの贈りもの(藤沢市民対象)
出生･結婚･新築のお祝いに記念樹を
差し上げます。
-出 生-

藤沢市役所市民窓口センターから発行され
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発行
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。
-新 築-

新築の証明ができる書類(検査済証や登記
簿など)をお持ちになり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

みどりの銀行 －グリーンバンクー
みどりのリサイクル掲示板です
ご家庭で育てられなくなった植物や
庭で眠っている鉢などございませんか？
皆様からの情報お待ちしております。
当公園では情報提供の掲示だけとなります。

みどり基金へのお願い

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、
皆様のご協力をお願いしております。
当長久保公園では、カワセミＴシャツ
などを販売し、その売上金をみどり基金
に寄付していま
す。
是非、皆様方
の温かいご協力
をお願いします。

緑化講習会
開催日
１０/３
１０/６
１０/１２

講 習 会 名
ハロウィン講習会

樹木の手入れ（マツのもみ上げについて）
１０/１３ 親子で楽しむ四季 秋編 『自然観察会』
１０/２０ さつき盆栽講習会 （止め肥と針金かけ及び最後の消毒）
１０/２７ 秋の自然、植物観察会 （園内をみどりの相談員と散策しよう）
秋の山野草講習会 ～山野草栽培と管理について～
音楽になった植物たち ～深まりゆく秋に～
さつき盆栽講習会（冬越し対策）
初心者のための冬のハンギングバスケットづくり
冬編
１１/２４ 親子で楽しむ四季
『自然素材を使った冬のリースを作ってみよう！』

１１/８
１１/１４
１１/１７
１１/２２

１１/２８ ガーデンシクラメンを使った寄せ植えづくり
１１/２９ クリスマスクラフト講習会
１１/３０
～プリザーブドフラワーや木の実を使ったドア飾り～
１２/１２ 庭木の手入れ 初級編 ～カキの手入れ～
１２/１５ 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ロウソクづくり』

１２/１８
正月飾り講習会
１２/２２

みどりの展示会
開催期間

展示会名

１０/１２～１３
１０/１８～２０
１０/２５～２７
１１/２～１４
１１/１６～１７
１１/２３～１２/１
１２/１２～２５
１２/１４～１/１３

さつき盆栽と山野草展
秋の山野草展
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
湘南遊行さつき会
湘南山草会
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

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」又は「長久保公園内の掲示
板」や「長久保公園ホームページ」をご覧ください。
お願い
※講習会の申込は電話または来園でのみの受付となります。
公平性を保つため、申込は１回の電話または来園で お１人
様分 でお願いします。

みどりの相談コーナーからのお知らせ
※みどりの相談は、お１人様 １５ 分程度でお願いいたします。
１０月２７日午前は、講習会講師をみどりの相談員が行うため、お休み
させていただきます。また、みどりの相談員の都合により、急遽、休み
とさせてただく場合もあります。

お知らせ
この度、長久保公園では、皆様のご要望により女性用トイレ
の一部を洋式トイレに改修いたしました。
また、トイレ内にハーブや花のポプリを飾り”香るトイレ”
の取り組みも行なっております。
これからも皆様が快適にトイレを利用できるよう、美観の保
持と環境の改善に努めてまいります。

・開園時間

長久保公園都市緑化植物園のご利用案内

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(２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 ９４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.htm
・電話 0466-34-8422
・住所 藤沢市辻堂太平台2-13-35

道

『長久保』

