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指定管理者：公益財団法人藤沢市まちづくり協会

長久保公園では老朽化した芝生広場を再生するため、芝生の張り付けや施肥、除草などの活動をしていただく
芝生ボランティアを募集しました。今回は６月に２日間で計７名の方にご協力いただき、芝生広場の南側半面（約
１，５００㎡）に芝を張り付けました。今後は９月末までボランティアの方々にお手伝いいただきながら雑草取り、肥
料や目土の散布などの養生作業を行い、１０月から開放予定です。
ボランティアも引き続き募集しております。特定の日だけの参加ということでも構いませんので、興味のある方
は、長久保公園に是非ご連絡ください。

ネットで囲って工事開

次に、ボランティアの方々と一緒に芝生の張付けを行いま

始。まずは、地面を掘り返

した。皆さん熱心に芝を張り付けてくださり、みるみるうち

し、土・砂や肥料を加えて

に広場が芝生で埋まっていきました。御協力本当にありがと

土壌改良を行いました。

うございました。

今後も地道に養生作業を続
けます。10 月の開放をご期待
ください！！

今年も開催！！夏の風物詩

第 29 回あさがお・ほおずき市
７月８日（土）
午前９時〜午後３時
（※売切れの場合、
午後３時より前に
終了となります。）
場所：長久保公園
みどりの相談所１階

アサガオ、ホオズキの
他、ハイビスカスなどの

８月１日（火）〜８月３１日（木）の間

夏の草花や寄植え、地元

（※月曜日は除く）

農家さんの御協力により

参加費用：無料

お求めやすい価格で販売

場

させていただきます。

午前９時〜午後４時

所：長久保公園みどりの相談所 1 階
こちらも毎年恒例となっている「木の実

での販売ですのでお早め

や小枝などの自然素材を使ったクラフトづ
．．．
くり」が、今年も無料で体験できます。夏

にお買い求めください。

休みの工作と思い出作りに是非ご来園くだ

時間・数量ともに限定

さい。

緑化講習会

対象

藤沢市在住の方

7/５（水） 申込開始 6／23（金）〜 8/11(金・祝) 申込開始 8/3（木）〜
子供のための夏休みクラフト広場②
初心者のための夏の
ハンギングバスケットづくり
〜木の葉や小枝を使って昆虫を作ろう〜
講師：長久保公園

宮城

申込方法

申込開始日の午前
8時30分より先着順

9/16（土） 申込開始 9/5（火）〜
第1回 和の庭を作ろう！
〜延段と飛石〜

香澄

講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉 講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
7/4（火）〜 8/23（水） 申込開始 8/17（木）〜 9/17（日） 申込不要 当日直接会場へ

申込開始
7/8（土）
観葉植物栽培入門
講師：長久保公園みどりの相談員

坂本

立弥

7/15（土） 申込開始 7/6（木）~
夏の自然、植物観察会
〜園内を緑化相談員と散策しよう！〜

講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉
7/16（日） 申込不要 当日直接会場へ

さつき盆栽講習会

音楽になった植物たち

さつき盆栽講習会

〜湘南ゆかりの歌を集めて〜
講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫

〜徒長枝の剪定と針金はずし〜
講師：神奈川県さつき会 会員

8/24（木） 申込開始 8/18（金）〜 9/22（金） 申込開始 9/7（木）〜
果樹農家が教えるブドウ栽培
初心者のための秋植え球根栽培入門
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
＆ブドウの食べ比べ
講師：果樹農家 関根 銀蔵 氏
9/28（木） 申込開始 9/20（水）〜
秋のコケ玉づくり
8/26（土） 申込開始 8/22（火）〜
講師：長久保公園 職員
バラの秋剪定と育て方
講師：川島造園代表・樹木医 川島 一平 氏 10/5（木）
申込開始 9/27（水）〜
8/27（日） 申込開始 8/23（水）〜 10/8（日）
庭木の手入れ 初級編 〜常緑樹の手入れ〜
子供のための夏休みクラフト広場③

〜水やりと夏越し対策及び消毒〜
講師：神奈川県さつき会 会員
7/26（水） 申込開始 7/19（水）〜
夏のクラフト講座〜ろうそくをつくろう！〜
講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
講師：長久保公園 松本 祐子
〜竹馬づくりに挑戦！〜
7/30（日） 申込開始 7/20（木）〜 講師：藤沢グリーンスタッフの会 春山 賢三 氏

子供のための夏休みクラフト広場①
〜藍でハンカチを染めてみよう！〜
講師：染色デザイナー 山田 美智子 氏

9/８（金） 申込開始 9/1（金）〜
初心者のための草花栽培講習会
〜パンジーの種まき〜

申込開始 8/1（火）〜 講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
8/5（土）
初心者のための家庭菜園入門
9/10（日） 申込不要 当日直接会場へ
菊の講習会
〜1年中あると便利なジャガイモ、
タマネギ、ニンジン、ネギ、レタス等の栽培〜

講師：長久保公園みどりの相談員 坂本

〜つぼみの取り方と肥料調整〜
講師：藤沢菊花会 会員

立弥

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。
具体的な講習会の時間や参加費等の詳細は
「広報ふじさわ」や、長久保公園内の掲示板、
又は長久保公園ホームページをご覧ください。
※講習会の申込人数は、公平性を保つため一
度のお電話、ＦＡＸまたは来園につき、お一人
様とさせていただきます。（ＦＡＸの場合は必
ず住所・氏名・電話番号をご記載ください。）

長久保公園では、緑化愛好団体などによる
みどりに関する展示会を開催しております。

みどりの展示会
7/9（日）〜7/17（月・祝）

8/17（木）〜8/30（水）

長久保公園花の写真展

藤沢の海浜植物写真展

カワセミ写真展

出展団体：長久保公園写真講習会参加者

出展団体：長久保公園

出展団体：湘南カワセミクラブ

7/22（土）〜7/30（日）

9/2（土）〜9/13（水）

カワセミ写真展

長久保公園の植物紹介パネル展

出展団体：湘南カワセミクラブ

出展団体：長久保公園

8/3（木）〜8/13（日）

9/16（土）〜9/24（日）

植物バイオテクノロジーのパネル展

秋のおしば美術展

出展団体：長久保公園

出展団体：湘南おしば会

9/30（土）〜10/9（月・祝）

場 所：みどりの相談所1階展示ホール
時 間：午前10時〜午後4時
（※それぞれ最終日は出展団体の搬出
の都合により終了時間が若干早まる場
合があります）

長久保公園都市緑化植物園のご利用案
<交通のご案内>
☆藤沢駅北口
（２番線バス乗り場）
長久保経由辻堂駅南口行
又は、辻堂団地行で、
「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91台
（身障者用3台分含む）
※大型バスは 停められません

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。
※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
それぞれ６ケ月です。

花いっぱい運動実践団体の募集
花いっぱいのまちづくりを推進するため、地域で
草花の管理を行っていただける団体に、春と秋に
種子や球根を無償で配布します。
申込期間：6月３０日（金)〜7月９日(日)

秋の植木市開催
（植木、草花、園芸資材の販売）
９月１6日(土)〜１２月3日(日)
午前10時〜午後4時
定休日 毎週月曜日および祝祭日の翌日
※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
長久保公園都市緑化植物園ホームページ
<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

http://www.nagakubo‑kouen.jp
住所 藤沢市辻堂太平台2‑13‑35
電話 0466‑34‑8422
FAX 0466‑36‑6700

