長久保公園都市緑化植物園季刊誌
Ｖｏｌ．２１

２ ０ １ ４ 春 （ ４/５/６ 月 ） 号

ながくぼ
公益財団法人藤沢市まちづくり協会

ぼ
く
が
な
ン
ー
リ
ー
グ
タ
ー
サ ポ 活 躍 中! !

長久保公園都市緑化植物園

グリーンサポーターとは？
長久保公園の樹木や草花、バラやハーブ、野菜
などの管理をしていただいているボランティア
グループです。長久保公園をきれいな良い公園
にしようと頑張っています！

草花部会

樹木部会

門松づくり
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合計７部会が
活動をしています！
ここに載せているのはほんの一部
です。その他にも様々な御協力を
いただいております。

文字花壇植替え
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第 ２６回
春のみど り と 花 の ま つ り
～未来へのばそう！緑のカーテン～
５ 月 ４ 日（日）・ ５ 日（月）
１０：００～１５：００
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６ 月 ２８ 日（土）※雨天順延
１０：００～１５：００
ハーブ体験コーナー
キッチンハーブの寄せ植え体験他

ブラスバンド演奏
野点

ファファランド

バトントワリング
ふるさとの太鼓

野菜の即売
ミニＳＬ

緑のカーテン
その他イベント多数

ハーブ苗販売

ハーブ園ガイド

参加された方へ
ハーブティーと
手作りクッキーの
サービス ！！

講 習 会
４/６（日）

対象

藤沢市 在住 の方

申込方法

申込日当日 の ８：３０～ 先着順
電話または来園のみ ０４６６（３４）８４２２
※ 申込は１回の電話または来園で お１人様 分まで。

菊の講習会 ～挿し芽の仕方～

菊の講習会 ～苗の鉢上げ、福助・ダルマづくり～

申込開始 ６/３（火）
６/６（金）
バラの開花中の手入れ

講師：藤沢菊花会

講師：藤沢菊花会

講師：鈴木早苗（みどりの相談員）

申込不要：当日直接来園

５/１１（日）

申込不要：当日直接来園

４/１３（日）
初心者のための家庭菜園入門

６/８ （日） ･１２ （木） 申込開始 ６/４（水）
洋蘭を育ててみよう！（全４回８/６･１１/５･２/４） ハーブの品種紹介とフレッシュハーブでアレンジメントづくり

講師：坂本立弥（みどりの相談員）
４/２０（日） 申込不要：当日直接来園

講師：広田哲也（ＨＩＦ代表）
５/１６（金） 申込開始 ５/１（木）

講師：宮崎充（長久保公園職員）
６/１５（日） 申込不要：当日直接来園

さつき盆栽講習会

春の草木染め

さつき盆栽講習会 ～小品・豆盆栽の作り方

申込開始 ４/３（木）

～花を美しく咲かせるための
手入れと花腐れ予防～
講師：神奈川県さつき会
４/２４（木） 申込開始 ４/１７（木）

初心者のためのグリーンカーテン入門

５/１４（水）

申込開始 ４/２４（木）

～ログウッドでシルクの
プチストールを染めよう！～
講師：山田美智子（染色デザイナー）

及びさし芽の仕方～

講師：神奈川県さつき会

６/２４（火） 申込開始 ６/１７（火）
５/２１（水） 申込開始 ５/８（木）
ながくぼ・花と緑のサポーター養成講座（全８回） 庭木の手入れ 初級編～ウメの管理方法～

講師：坂本立弥（みどりの相談員）
詳細はホームページまたは問い合わせください。 講師：廣田邦夫（みどりの相談員）
４/２６（土） 申込開始 ４/１８（金） ５/２５（日）午前/午後 申込開始 ５/２０（火）
申込開始 ６/５（木）
６/２６（木）

庭木の手入れ 初級編～フジの管理方法～

マツの手入れ ～みどり摘みについて～

初心者のための初夏のハンギングバスケットづくり

講師：廣田邦夫（みどりの相談員）
講師：鴨下文秀 （日本ガーデンデザイン専門学校）
４/２７（日） 申込開始 ４/２２（火）
５/２７（木） 申込開始 ５/２１（水）

講師：宮城香澄 （長久保公園職員）
申込開始 ６/１９（木）
７/２（水）

自然・植物観察会 ～園内を樹木医と散策しよう！～

ラベンダーの品種紹介とバンドルズづくり

家庭菜園講座 （全３回７/２９・９/３０）

講師：吉田義隆 （藤沢グリーンスタッフの会）
申込開始 ４/２３（水）
５/９（金）

講師：圷茂（かながわ農業サポーター）
５/３１（土） 申込開始 ５/２２（木）

草花の繁殖に挑戦！

一眼デジタルカメラで花の写真を撮ってみよう！（全３回） ガーデニング講座 洋風ミニガーデンを作ろう（全４回７/１１･９/１９･２６）

講師：坂本立弥（みどりの相談員）

講師：小島潤一（フォトアドバイザー）

講師：宮崎充（長久保公園職員）
申込開始 ６/２０（金）
７/４（金）
講師：廣田邦夫 （みどりの相談員）

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。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。

展 示 会

緑化愛好団体等による、みどり等に関する展示会
開催時間 １０：００～１６：００

４/４ （金） ～４/６ （日）

４/１２ （土） ～４/１３ （日）

４/１８ （金） ～４/２０ （日）

４/２６ （土） ～４/２７ （日）

洋蘭展

エビネ展

春の山野草展

イワチドリ展
出展団体：湘南イワチドリ保存会

出展団体：長久保公園洋蘭部会

出展団体：酔蘭香房 庵

出展団体：湘南山草会

５/３ （土） ～５/６ （火）

５/１０ （土） ～５/１１ （日）

５/１７ （土） ～５/１８ （日）

５/２３ （金） ～５/２５ （日）

春の山野草と水石展

春季山野草展

山アジサイと千鳥展

さつき夏季展

出展団体：湘風盆栽愛好会

出展団体：湘南山野草同好会

出展団体：酔蘭香房 庵

出展団体：湘南遊行さつき会

６/１４ （土） ～６/１５ （日）

６/２１ （土） ～６/２２ （日）

５/３０ （金） ～６/１ （日）

６/７ （土） ～６/８ （日）

さつき夏季展

ウチョウ蘭展

千鳥と山野草展

雪割草・山野草葉芸展

出展団体：神奈川県さつき会

出展団体：湘南 ラン研究会

出展団体：酔蘭香房 庵

出展団体：湘南雪割草保存会

６/２７ （金） ～６/２９ （日）

ハーブ＆香り展
出展団体：長久保公園ハーブ部会

イ ン フ ォ メーション
☆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。

☆春の植木市開催（植木、草花、園芸資材の販売）
１０：００～１６：００
定休日 月曜日（祝日の場合翌火曜日）
雨天（荒天）の場合は中止になる場合があります。

☆お分けします生垣用苗木（藤沢市民対象）

※

受付期間 5月9日（金）～5月18日（日）
時 間 8：30～17：00
定 休 日 月曜日（祝日の場合翌火曜日）
配布時期 6月下旬頃
配布条件があります。
詳細につきましては問い合わせください。

長久保公園都市緑化植物園のご利用案内

開園時間
長久保公園都市緑化植物園 ホームページ
８:３０～１７:００
http://f-machikyo.or.jp/naga01.htm
みどりの相談所･ハーブ見本園は毎週月曜日
電話 0466-34-8422
及び祝祭日の翌日、年末年始は休み
住所 藤沢市辻堂太平台2-13-35
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
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

道

Fujisawa SST

『長久保』

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

