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ポニーとお散歩♪

4(金・祝)

5(土・祝)

10:00〜15:00

長久保公園では、皆様のご協力のおかげで、芝生広
場をきれいにリニューアルすることができました。

サクラ

老朽化した芝生

芝生部会との作業

ボタン

バラ

アジサイ

ハナショウブ

ハーブ類(花)

リニューアル後

長久保公園では、きれいにリニューアルされた
きれいにリニューアルされた芝生
広場をより多くの人に、より長い期間、より快適に過
ごしてもらえるように、
、芝生ボランティア（芝生部会）
の会員を募集します。

ヤマブキ

フジ

①芝生の手入れの講習会（全 4 回、10 時〜正午）
知識と技術を身につけるための講習会です。
です。
日時：4/21（土）
、6/2（土）
、7/1（日）
、7/28
7/28（土）
いずれも 10 時〜正午

費用：400 円（全 4 回分）

講師：芝生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 松本 友博 氏【申込み 4/17（火）〜】
4/17

②芝生広場の維持管理に関する作業
自分の手で芝生広場をよりよいものにできるよう、
除草、施肥、目砂入れや看板設置などを行います。
③芝生広場でのイベント参加
11 月 3 日（金・祝）に行われる「秋の緑化推進まつ
日（金・祝）に行われる「秋の緑化推進
り」で芝生広場のイベントに参加します。
申し込みや活動内容の詳細についてなど、ご興味の
ある方は、ぜひ長久保公園までお問い合わせください。
長久保公園までお問い合わせください。

❤ハーブの寄せ植えづくり❤
❤ハーブのリーフスタンプ❤
❤フレッシュハーブを使ったアレンジメント
ったアレンジメント❤
❤自家栽培ハーブ苗の販売
販売❤ハーブ園ガイドツアー❤
❤ハーブティーやお菓子のサービス
のサービス❤ etc・・・

緑化講習会

対象

4/8（日）
申込不要 当日直接会場へ
菊の講習会 〜挿し芽の仕方〜
講師：藤沢菊花会

会員

藤沢市在住の方

申込方法

5/11（金）
申込開始 5/9（水）〜
草花の繁殖に挑戦！
講師：長久保公園みどりの相談員

坂本

申込開始日の午前
8時30分より先着順

6/17（日）
申込不要 当日直接会場へ
菊の講習会 〜苗の定植の仕方・三枝の調整〜

立弥

講師：藤沢菊花会

会員

4/11（水）
申込開始 4/6（金）〜
5/13（日）
申込不要 当日直接会場へ
6/21（木）
申込開始 6/14（木）〜
菊の講習会 〜苗の鉢上げ・福助・だるまづくり〜 花屋さんが教えるお花たっぷりのアレンジメント
初心者のための家庭菜園入門
講師：ルッカ代表 斉藤 雄太 氏
〜夏の定番トマト・ナス・ピーマン等の栽培〜
講師：藤沢菊花会 会員
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
5/17（木）
申込開始 4/25（水）〜
6/23（土）
申込開始 6/15（金）〜
4/14（土）
申込開始 4/10（火）〜 ながくぼ・花とみどりのサポーター養成講座
初心者のためのアロマセラピー入門講座
庭木の手入れ(初級編)〜フジの手入れ〜
全8回。日程、講師、内容などの詳細につい
講師：長久保公園みどりの相談員

廣田

邦夫

4/15（日）
申込不要 当日直接会場へ
さつき盆栽講習会
〜美しい花の咲かせ方と害虫予防〜
講師：神奈川県さつき会

会員

講師：長久保公園みどりの相談員

申込開始

廣田

邦夫

4/13（金）〜

講師：アロマテラピーインストラクター

5/18（金）
申込開始 5/11（金）〜
初心者のためのアロマセラピー入門講座
〜虫よけスプレーを作ろう！〜
講師：アロマテラピーインストラクター

4/1８（水）
申込開始 4/12（木）〜
初心者のための草花栽培入門
4/19（木）

ては長久保公園へお問い合わせください。

中村

美香

氏

5/19（土）
申込開始 5/15（火）〜
マツの手入れ〜みどり摘みについて〜

藤田

英美子

氏

6/24（日）
申込開始 6/19（火）〜
6/26（火）
庭木の手入れ（初級編）〜ウメの手入れ〜
講師：長久保公園みどりの相談員

廣田 邦夫

講師：日本ガーデンデザイン専門学校教諭 鴨下 文秀 氏

6/27（水）
申込開始 6/20（水）〜
6/30（土）
ラベンダーの品種紹介とバンドルズづくり

5/20（日）

JHSハーブインストラクター

申込不要

当日直接会場へ

池田

貴美子

氏

有機栽培（無農薬・無化学肥料）で野菜を作ろう！ さつき盆栽講習会 〜花後の剪定とお礼肥の与え方〜

〜日本と韓国のキュウリを作る〜
全5回 5/10・6/7・7/5・7/26 すべて（木）
講師：かながわ農業サポーター 圷 繁 氏

講師：神奈川県さつき会 会員
5/23（水）
申込開始 5/17（木）〜
バラの開花中の手入れ

4/21（土）
申込開始 4/17（火）〜
初心者のための芝生の育て方

講師：川島造園代表・樹木医

川島

一平

氏

5/25（金）
申込開始 5/18（金）〜 エコ鉢を使った
全4回 6/2（土）・7/1（日）・7/28（土）
初夏の草木染め教室
ナチュラルな寄せ植え ラベンダーバンドルズ
※実地を兼ねた長久保公園での芝生ボランティア活動があります 〜シルクストールをタブノキで染めよう！〜
○講習会のお申し込みは、表記のないもの
講師：芝生コンサルタント 松本 友博 氏
講師：染色デザイナー 山田 美智子 氏
4/26（木）
申込開始 4/18（水）〜
6/1（金）
申込開始 5/24（木）〜 は申込開始日の午前8時30分より電話・
一眼デジタルカメラで花の写真を撮ってみよう！ FAXまたは来園で先着順に受付となります。
初心者のためのグリーンカーテン入門
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
全3回 6/8・6/22 すべて（金）
また、公平性を保つため１回の電話・
4/28（土） 申込時期 4/11（水）〜4/20（金） 講師：日本写真協会フォトアドバイザー 小島 潤一 氏 FAX・ご来園でお一人様分の受付となりま
軽いエコ鉢を使ったナチュラルな寄せ植えづくり 6/15（金）
申込開始 6/8（金）〜
す。
講師：ガーデンコーディネーター 金子 幸江 氏
ハーブの品種紹介と
○講習会の開催日・内容は予定であり、講
キッチンハーブの寄せ植えづくり
4/29（日）
申込開始 4/19（木）〜
講師：JHSハーブスペシャリスト 熊谷 博 氏 師の都合等により変更する場合がございま
春の自然、植物観察会
〜園内をみどりの相談員と散策しよう！〜
6/16（土）
申込不要 当日直接会場へ す。
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉
盆栽講習会 〜モミジの季節の手入れ〜
○各講習会の時間・参加費等・定員などの
講師：湘南盆栽会 会員
5/9（水）
申込開始 4/24（火）〜
詳細については、「広報ふじさわ」や長久
洋蘭を育ててみよう！
6/17（日）
申込不要 当日直接会場へ 保公園内の掲示板、又は長久保公園ホーム
全4回 8/1・10/31・2/6 すべて（水） さつき盆栽講習会 〜さし芽の仕方と小品盆栽の作り方〜
ページをご覧ください。
講師：ＨＩＦ代表 広田 哲也 氏
講師：神奈川県さつき会 会員
4/28（土）〜4/30（日・振替休日）
春季山野草展
出展団体：湘南山野草同好会
5/3（木）〜5/6（日）
春の山野草と水石展
出展団体：湘南盆栽会
5/12（土）〜5/13（日）
エビネと苔玉展
出展団体：酔蘭香房 庵
5/18（金）〜5/19（土）
ハーブ＆香り展

みどりの展示会
3/30（金）〜4/1（日）
洋蘭展
出展団体：ながくぼグリーンサポーター・洋蘭部会

4/7（土）〜4/8（日）
野生ランと苔玉展
出展団体：酔蘭香房 庵
4/14（土）〜4/15（日）
春の山野草展
出展団体：湘南山草会
4/21（土）〜4/22（日）
イワチドリ展
出展団体：湘南いわちどり保存会

出展団体：ながくぼグリーンサポーター・ハーブ部会

5/25（金）〜5/27（日）
さつき花季展
出展団体：神奈川県さつき会

6/1（金）〜6/3（日）
さつき花季展
出展団体：湘南遊行さつき会
6/9（土）〜6/10（日）
山アジサイと苔玉展
出展団体：酔蘭香房 庵
6/16（土）〜6/17（日）
雪割草・山野草葉芸展
出展団体 湘南雪割草保存会
6/23（土）〜6/24（日）
ウチョウ蘭と苔玉展
出展団体：酔蘭香房 庵
6/27（水）〜7/4（水）
公園・街路樹の写真展
出展団体：公民館写真サークル協議会

長久保公園都市緑化植物園のご利用案内

<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又は、辻堂団地
行「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90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。

生垣用苗木の配布（藤沢市民対象）
藤沢市では生垣を新設される方のために
生垣用の苗木を無償で配布しています。
受付期間：５月12日（土）〜5月20日（日）
（５月１４日（月）を除く）
※配布には条件があります。申込方法など詳細については
長久保公園までお問い合わせください。

春の植木市開催（植木、草花、園芸資材の販売）
3月17日（土）〜7月8日（日）午前10時〜午後4時
定休日

毎週月曜日及び祝日の翌日

※雨天（荒天）の場合は中止になることがあります。

<主な業務内容>
記念樹配布/緑化講習会／展示会
みどりの相談コーナーなど

<開園時間>
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
週月曜日及び祝先刻日の翌日は、お休み
です。

QRコードはこちら→

長久保公園都市緑化植物園ホームページ 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

