長久保公園都市緑化植物園季刊誌
２０１７秋(10/11/12 月）号

ながくぼ
長久保公園都市緑化植物園

指定管理者：公益財団法人藤沢市まちづくり協会

金・ 文化の 日 ）
11 月 3 日（金
午前 10 時〜午後 3 時
体験
無料配布
・コケ玉づくり
・長久保公園で育てた
・ハーブの化粧水
ハボタンやリーフ
づくり
レタスなどの苗
・バラとハーブの
・ハーブティー
ポプリづくり
等々
・ ク ラ フ ト づ く り ※数量・時間限定あり
等々

Ｖｏｌ．３５

展示
・山野草
・さつき盆栽
・菊花
等々

※雨天の場合は、翌 4 日（土）に
順延します。
4 日も雨天の場合は 5 日（日）に
順延とし、5 日も雨天の場合は中
止となります。
その他販売等
・地元農家でとれた新鮮野菜の
即売
・福祉団体による飲食物販売
・ヨーヨー釣りやストラック
アウトなどの縁日
・まちかど健康チェック
等々

※内容については現時点での予定であり、実際の開催内容とは異なる場合があります。

第２９回

１２月２日（土） 午前９時から売切れまで

冬の即売会

会場：長久保公園 みどりの相談所 1 階展示ホール

シクラメンやポインセチアといった冬の草花や寄植えを、地
元農家さんのご協力によりお求めやすい価格で販売させていただきます。
※写真は過年度の
数量限定
ものであり、今回販
ですので、
売するものとは異
お早めにご来
なる場合がありま
園ください。
す。

秋から冬の園内見ごろ情報

※今回掲載しているもののほか、見ごろを迎えた個別の樹木や草花を
ホームページでご案内しています。ぜひご確認ください。

「バラ部会」（長久保公園のボランティ
ア会員で構成）が丹精込めて育てた園内３
箇所のバラ園が見ごろを迎える予定です。
オールドローズなどの香りを楽しみた
い方には、午前中の早い時間帯の来園がお
すすめです。
※写真は、カナダのウィンザー市から寄
贈された真っ赤なバラ「ネルマーティン」

秋といえば紅葉ですが、長久保公園内
にも美しい紅葉を見せてくれる樹木がた
くさんあります。とくに、スイレンの池
付近や公園南側の樹木見本園などが風情
ある鑑賞スポットとしておすすめです。
※写真は、樹木見本園で来園者を迎え
る３色のモミジバフウ（アメリカフウ）

緑化講習会

対象

藤沢市在住の方

申込方法

記載がないものは、
申込開始日の午前
8時30分より先着順

10/6（金） 申込開始 10／3（火）〜 11/17（金） 申込開始 11/8（水）〜 12/9（土） 申込開始 １２/6（水）〜
小さな多肉植物の寄せ植えづくり
親子で木の実のキャンドル立てと
ハッピーハロウィン講習会
〜生花のすてきなアレンジメント〜
講師：長久保公園 鈴木 弓実
ミツロウのロウソクを作ろう！
講師：フラワー装飾技能士１級 髙田 美恵 氏 11/19（日） 申込不要 当日直接会場へ 講師：藤沢グリーンスタッフの会 田村 陽子 氏
さつき盆栽講習会
10/7（土） 申込開始 10/4（水）〜
12/15（金）
申込開始 12/8（金）〜
〜冬越し対策と一年の振り返り〜
ハッピーハロウィン講習会
12/17（日）
〜ドライフラワーのおしゃれなスワッグ〜
講師：神奈川県さつき会 会員
庭木の手入れ（初級編）〜カキの手入れ〜
講師：ルッカ代表 斉藤 雄太 氏
11/22（水） 申込開始 11/14（火）〜 講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
10/12（木） 申込開始 10/5（木）〜 ミニハボタンを使った寄せ植えづくり 12/20（水） 申込開始 12/12（火）〜
講師：長久保公園 宮城 香澄
目からうろこが落ちる植物の話
花屋さんが教える
お花たっぷりのアレンジメント
11/23（木・祝） 申込開始 11/17（金）〜 講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
講師：ルッカ代表 斉藤 雄太 氏
秋の自然、植物観察会
12/24（日） 申込開始 12/19（火）〜
お正月クラフト講座
10/15（日） 申込不要 当日直接会場へ 〜園内をみどりの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 講師：藤沢市まちづくり協会 宮崎 充
さつき盆栽講習会
〜止め肥と針金かけ及び最後の消毒〜
11/26（日） 申込開始 11/17（金）〜
（参考）
講師：神奈川県さつき会 会員
親子でクリスマスリースをつくろう！
左：スワッグ
10/22（日） 申込開始

マツの手入れ

10/17（火）〜 〜園内の木の実や葉っぱなど自然素材を使って〜

〜葉のもみ上げについて〜

講師：日本ガーデンデザイン専門学校

鴨下

文秀

氏

10/31（火） 申込開始 10/25（水）〜
託児付き講習会

講師：藤沢グリーンスタッフの会

戸井田

道子

右：リース

氏

11/28（火） 申込開始 11/21（火）〜
クリスマス託児付き講習会

講習会の開催日・内容は発刊時の予定の
ため、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」各号や、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。）

〜花屋さんが教える生花のテーブルアレンジメント〜

〜ミズメザクラで肩こりや腰痛対策オイルを作ろう！〜 講師：フラワーショップ花誠代表

渡辺

誠一

氏

11/30（木） 申込は往復はがきによる抽選
11/22（水）必着
11/8（水）
12/3（日）
申込開始 11/1（水）〜
クリスマスのブーツ型リース
11/18（土）
〜スギと木の実を使って〜
つるを使ってかごを編んでみよう！

講師：yuica認定日本産精油スペシャリスト

角本

久美

講師：長久保公園みどりの相談員 六浦

11/15(水)

申込開始

氏

勉

講師：フラワーショップ花誠代表

11/7（火）〜 12/8（金） 申込開始
宮城

香澄

みどりの展示会
10/14（土）〜10/15（日）

誠一

氏

室内園芸の楽しみ方

初心者のための冬のハンギングバスケットづくり

講師：長久保公園

渡辺

12/5（火）〜

講師：ガーデンデザイナー

井田

洋介

氏

場
時

所：みどりの相談所1階展示ホール
間：午前10時〜午後４時
（写真やポスター等の展示は午前8時30分〜午後５時）
※時間は出展団体の搬出入の都合により、変動する場合があります。
11/1（水）〜11/12（日）
12/9（土）〜12/24（日）

秋の山野草展

菊花展

クリスマスクラフト展

出展団体：湘南山草会
10/20（金）〜10/22（日）

出展団体：藤沢菊花会
11/18（土）〜11/19（日）

出展団体：長久保公園
12/9（土）〜1/8（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
10/28（土）〜10/29（日）

出展団体：水蘭香房 庵
11/22（水）〜11/29（水）

出展団体：藤沢市役所みどり保全課

さつき盆栽と山野草展

田・畑の畔や土手に咲く花たち写真展

出展団体：湘南遊行さつき会

出展団体：長久保公園

長久保公園都市緑化植物園
のご利用案内
●交通のご案内
☆神奈中バス
（藤沢駅北口２番乗り場）
長久保経由辻堂駅南口行
又は辻堂団地行に乗り、
「長久保」から徒歩3分
☆小田急江ノ島線
「本鵠沼」から徒歩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（登記済証や
検査済証などの日付からそれぞれ６ケ月以内です。

●秋の植木市（植木、草花、園芸資材の販
売）
期 間：９月１6日(土)〜１２月3日(日)の午前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。開催の有無は10
時以降、管理事務所までお問い合わせください。

●グリーンバンク制度
ご家庭で不要になった樹木、草花、園芸資材についての情報をみど
りの相談所内の掲示板にて公開しています。
譲渡のためのやり取り等は当事者の方同士でおこなっていただきま
すが、ご不明な点があれば管理事務所へご確認ください。

●開 園 時 間

ホームページのQRコード

午前8時30分〜午後5時
※みどりの相談所及び
ハーブ見本園は、毎週月曜
日（祝日除く）、祝日の翌
日及び年末年始は休みです。

〒251‑0044 藤沢市辻堂太平台2‑13‑35
電話 0466‑34‑8422
FAX 0466‑36‑6700
ホームページ http://www.nagakubo-kouen.jp

