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ながくぼ
公益財団法人藤沢市まちづくり協会

平成２７年度より開催している緑化講
習会「和の庭をつくろう」シリーズも「蹲(つ
くばい)を据えよう」、「竹垣づくり」、に続き
今年度は「延段と飛石」を開催し、受講
生と園内の植栽地をリニューアルしまし
た。平成３０年度も引き続き日本庭園の
基礎を学びながら、実際に園内に延段と
飛石を設置していく講習会を開催いたし
ます。ご参加お待ちしております。

日本庭園などを渡り
歩く足場とするため
に、自然石や切り出し
た石を飛び飛びに配
置したもの。飛石には
美しさと歩きやすさを
兼ね備えた打ち方の
作法があります。
石を敷き詰めた園路を
を
延段といい、飛石と
組み合わせることでよ
わせることでよ
り歩きやすく、また、景
景
観を引き締める効果も
も
あります。
キンポウゲ科ヘレボルス属の常緑多年草です
です。日本で
はヘレボルス属全体を差すのが一般的ですが
ですが、本来、
「クリスマスローズ」の名前は「ニゲル」という
という一つ
の種につけられた名前です。「ニゲル」はクリスマス
はクリスマス
の頃から白い花を咲かせますが、流通している
している多くの
園芸品種はクリスマスの時期に開花しない
しないので不思
議に思っていた方もいるのではないでしょうか
のではないでしょうか 。

ヘレボルスは、その名前がギリシャ語の「ヘレ
ヘレ（殺す）・
ボルス（食べ物）」からきていると言われる毒草
毒草です。
葉や茎の汁が皮膚につくと炎症を起こすことがあるの
こすことがあるの
で、手入れの際は必ず手袋をしてください。
。
うつむき加減に咲く清楚な花姿が人気のクリスマス
のクリスマスロ
ーズ。実はあまり手間がかからず育てやすい
てやすい植物です。
寂しくなりがちな冬のガーデンにいかがでしょう
のガーデンにいかがでしょうか。

長久保公園都市緑化植物園

長久保公園では、市民のみなさんに
のみなさんに園芸に関する幅広い知識を
学び地域に生かしていただくため。「
。「ながくぼ・花とみどりのサポー
ター養成講座」を開催しています。
。豪華講師陣をお迎えし、充実し
た内容の全８回講座です。興味のある
のある方は、ぜひお気軽に管理事
務所までお問い合わせください！！
！！

第１回 バラの年間の⼿⼊れ
第２回 花⽊の紹介と管理⽅法
第３回 ⻑久保公園の⼀草⼀⽊
第４回 病害虫の防除について
第５回 秋まき草花の育て方
第６回 樹木の手入れ
第７回 家庭菜園の基礎知識
第８回 室内園芸の楽しみ方

修了された
された方には、ながくぼグリーンサポ
ーター(草花部会
草花部会・樹木部会・ハーブ部会・
バラ部会があります
があります)の会員として長久保
公園でのボランティア
のボランティア活動、あるいは地
域での緑化
緑化活動にご参加いただきます。

（初級）

（上級）

お正月などにおめでたい植物
として使われるのはどれでしょ
う。

おめでたい植物で、毒がなく
食用になるのはどれでしょう。

① ダイダイ
② カリン
③ ユーカリ

① ダイダイ（代々栄える）
② ユズリハ（いつも緑の葉が
あり栄える）
③ ナンテン(難を転じ逃れる)

答えは園内
園内のクイズ板にあります！
長久保公園
長久保公園には全部で６ヶ所に植物
クイズ板
板を設置しており、それぞれ初
級と上級
上級の全１２問です。
探して挑戦
挑戦してくださいね！

⻑久保公園では、平成３０年１⽉１⽇から
平成３０年１⽉１⽇から敷地内禁煙を実施します。
屋内外を問わず、敷地内はすべて禁煙となります。
ご理解、ご協⼒をお願いいたします。※藤沢市では、
「藤沢市公共的施
設等における受動喫煙防止を推進するガイドライン」等に基づき、藤
沢市が管理する施設において敷地内禁煙を順次実施しています。
る施設において敷地内禁煙を順次実施しています。

緑化講習会

対象

藤沢市在住の方

申込方法

電話、FAX又は来所で
申込開始日の午前8時30分
より先着順

2/3（土） 申込開始 1／31（水）〜 2/21（水） 申込開始 2/14（水）〜 3/18（日） 申込不要 当日直接会場へ
バラの冬剪定と育て方
農家が教えるシクラメンの二年目の開花
さつき盆栽講習会
講師：樹木医・川島造園代表

川島

一平

氏 講師：シクラメン栽培農家

2/8（木） 申込開始 2/2（金）〜
音楽になった植物たち

畑山

治雄

氏

3/2（金） 申込開始 2/22（木）〜
春の草木染め教室

〜養成木の剪定と植え替え〜

講師：神奈川県さつき会

会員

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
講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
更する場合がございます。
2/11（日・祝） 申込開始 2/6（火）〜
具体的な講習会の時間や参加費等
家庭菜園を始める方のための基礎講座 クリスマスローズの年間の栽培について
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥 講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥 の詳細は「広報ふじさわ」各号や、
2/12（月・休） 申込開始 2/7（水）〜
3/9（金） 申込開始 3/1（木）〜 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。
冬の自然、植物観察会
3/10（土）
※両日とも同内容
〜園内をみどりの相談員と散策しよう！〜
庭木の手入れ（初級編）
※講習会の申込みは、公平性を保
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉
〜カンキツ類の手入れ〜
つため１回につきお１人様までとさ
2/18（日） 申込不要 当日直接会場へ 講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫 せていただいております。ご了承く
さつき盆栽講習会 〜荒木の仕立て方と 3/16（金） 申込開始 3/9（金）〜 ださい。（ＦＡＸの場合は必ず住
植え替え及び年間消毒・施肥計画について〜
はじめてのナガイモ栽培に挑戦！
所・氏名・電話番号をご記載くださ
〜おりおりの花、おりおりの歌〜

講師：神奈川県さつき会

会員

みどりの展示会

〜シルクストールを茜色に染めよう！〜
講師：染色デザイナー 山田 美智子 氏
3/7（水） 申込開始 2/28（水）〜

講師：長久保公園みどりの相談員

坂本

立弥

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（写真やポスター等の展示は午前8時30分〜午後５時）
※初日及び最終日の時間は、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。

1/13（土）〜1/21（日）

1/25（木）〜1/31（水）

カナダウインザー市の紹介パネル展

ナショナルトラストパネル展

3/3（土）〜3/４（日）

雪割草展

出展団体：長久保公園
1/13（土）〜1/21（日）

出展団体：長久保公園
2/3（土）〜2/12（月）

出展団体：湘南雪割草保存会
3/10（土）〜3/11（日）

緑化推進活動展

ボタニカルアート展

春蘭展

出展団体：長久保公園
1/25（木）〜1/31（水）

出展団体：ブルーメ長久保
2/17（土）〜2/25（日）

出展団体：酔蘭香房 庵
3/16（金）〜3/18（日）

公園・街路樹の写真展

ボタニカルアート展

春季盆栽展

出展団体：公民館写真サークル協議会

出展団体：花暦

出展団体：湘南盆栽会
3/21（水）〜3/29（木）

春のおしば美術展
出展団体：湘南おしば会

●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。

●みどりの相談コーナー
長久保公園みどりの相談所では、草花や樹木の手入れ方法、病害虫の防
除方法など植物に関する様々な相談に専門の相談員が無料でお答えしてい
ます。直接ご来園できない場合、お電話での相談も受け付けておりますの
でお気軽にご相談ください。
受付時間は午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時３０分まで
です。ただし、相談員が講習会等で不在の場合がありますので、ご了承く
ださい。

●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

←位置図
引地川沿い
（西側）の道路
に面しています。
藤沢駅や国
道467号線方面
からお越しの際
は、
藤沢警察署か
ら辻堂方面へ
進んでください。

●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。

●生垣設置用苗木の無償配布
藤沢市では、「安全で快適なまちづくり」のため、市内在住の方へ生垣設
置のための苗木を無償で配布しています。配布には条件がありますので、詳
細については、長久保公園にお問い合わせください。
（条件例）自己居住用住宅の宅地であること、道路に面していることなど
※配布樹種は①イヌツゲ、②サザンカ、③ヒイラギモクセイ、④ドウダンツツジ、⑤ウ

●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（祝
日除く）、祝日の翌日（土日除く）及び年末年始（12月

バメガシの中からお選びいただく予定です。

次回申込受付：1/27（土）〜2/11（日・祝）＜1/29、2/5（月）除く＞ ホームページのQRコード
配布時期：3月中旬〜下旬頃

●春の植木市（植木、草花、園芸資材の販売）
3月中旬頃から開催予定です。詳細はおってホームページに掲載しますの
で、ご確認ください。

☆お車
神奈川県道30号線（湘南新道、
戸塚茅ヶ崎線）の「富士見橋」
交差点南側に駐車場の出入口が
あります。
‹駐車場› 無料、91台
（身障者用3台分、軽自動車用
1台分含む。）
※大型バスは停められません。

お問い合わせはこちら
長久保公園都市緑化植物園 管理事務所

〒251‑0044 藤沢市辻堂太平台2‑13‑35
電話 0466‑34‑8422 FAX 0466‑36‑6700
Eメール nagakubo-kouen@f-machikyo.or.jp
（メールには必ず件名を入れてください）

