長久保公園都市緑化植物園季刊誌
２０１９夏(７/８/９月）号

Ｖｏｌ．４２

ながくぼ
長久保公園の芝生広場では、小さいお子様にも安心して

小さいお子様連れの来園者の増加に伴い、みどりの相談所

遊んでもらえるよう、サッカーや野球などの硬いボール

女子トイレ内におむつ交換台を新しく設置しました。

を使った球技などは禁止としております。

そのほか園内には、屋外みんなのトイレにおむつ交換台と

きれいに再生された芝生広場でより多くの方に遊んでい

ベビーチェアー、みどりの相談所２階に授乳スペースと

ただけるよう、昨年より遊具の貸出しを開始いたしまし

ベビーベッドがあります、２階へはエレベーターをご利用

た。ゴムボールやバドミントン、フラフープやけん玉な

ください。

ど、管理事務所にて無料で貸出しておりますのでお気軽

1階

2階

にお声かけください。

① みどりの相談所 1 階女子トイレ・・・おむつ交換台
② みどりの相談所 2 階・・・授乳スペース・ベビーベッド
③ 園内みんなのトイレ・・・おむつ交換台・ベビーチェアー

original

ハーブの持つ⾹りと⾵味をビネガー（酢）に浸出
させます。ビネガーの中に⼊れるので腐敗しにく
く、⻑期間保存できるので便利です！
お好みのハーブやスパイスを使ってオリジナルの
ビネガーを作りましょう！
材料・⽩ワインビネガー・・・150ml
※リンゴ酢や⽶酢でも OK
・ローリエ １枚
・ローズマリー 1 枝
そのほかタイム、フェンネル、セージ、
バジル、ディル、タラゴン、オレガノ、
タカノツメ 1 本、ニンニク１⽚、
ペッパーなどお好みのハーブやスパイス
作り⽅
①煮沸消毒した瓶にお好みのハーブを⼊れる。
瓶の蓋が⾦属だと錆びるので、プラスチックか
コルクのものを使⽤します。
②ハーブが全部浸かるまでビネガーを注ぐ。
（し
っかり浸かっていないとカビの原因になります。
）
③直射⽇光のあたらない場所で 2 週間ほど
置き、1 ⽇ 1 2 回ゆすって⾹りを
ビネガーに移す。
☆作った⽇を記⼊しておき、
冷蔵保存で 3 ヶ⽉以内に使い切る
ようにしましょう☆

みどりの相談所展⽰ホールにて、⽊の実や⼩枝など⾃然
素材を使ったクラフトづくりが無料で体験できます。
事前申込みも不要ですので、お気軽にご参加ください！

30thanniversary

ちいさな秋のコンサート

2019.10.10(Thu) 14:00~
みどりの相談所展⽰ホール／⼊場無料
さわやかな秋風とともに流れるストリングスの
ハーモニーをお楽しみください。

出演：湘南エールアンサンブル

緑化講習会
7/14（日）

申込不要 当日直接会場へ
菊の講習会
～定植後の管理、夏の暑さ対策～

対象

藤沢市在住の方

申込開始日の午前
8時30分より先着順

申込方法

申込不要 当日直接会場へ 9/15（日） 申込不要 当日直接会場へ
菊の講習会
菊の講習会
～つぼみの取り方・肥料調整～
～定植後の管理、夏の暑さ対策～
講師：藤沢菊花会 会員
講師：藤沢菊花会 会員
講師：藤沢菊花会 会員
7/15(月・祝)
申込開始 7/2（火）～
8/22（木）
申込開始 8/16（金）
9/19（木）
申込開始 未定
花屋さんが教えるお花たっぷりのアレンジメント
果樹農家が教えるブドウ栽培と
夏の自然、植物観察会
講師：ルッカ代表 斉藤 雄太 氏
ブドウの食べ比べ
～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：果樹農家 関根 銀蔵 氏
9/20（金）
申込開始 未定
7/19（金）
申込開始 7/3（水）～
8/24（土）
申込開始 8/20（火）
9/25（水）
苔テラリウム作り ～苔について学ぶ～
テーブルヤシを使ってミニ盆栽をつくろう
バラの秋剪定と育て方
講師：園芸研究家 井田 洋介 氏
講師：長久保公園 伊沢 勇祐
講師：樹木医 川島 一平 氏
7/20（土）
申込開始 7/4（木）～
8/25（日）
申込開始 8/9（金）
9/22（日）
申込開始 未定
竹馬づくりに挑戦！
芝生の生育期の手入れ ～芝刈りなど～
9/26（木）
講師：藤沢グリーンスタッフの会 春山 賢三 氏 庭木の手入れ（初級編）～常緑樹の手入れ～
講師：グリーンキーパー 伊従 史郎 氏
講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
7/21（日） 申込不要 当日直接会場へ 8/27（火）
申込開始 8/21（水）
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～
～盛夏対策（灌水と薬剤散布）～
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 廣田 邦夫
7/24（水）
申込開始 7/9（火）
8/30（金）
申込開始 8/23（金）
初めてのハーバリウム作り
初心者のための草花栽培入門
講師：長久保公園 鈴木 弓実
～パンジーの種まきと植え替え～
（全2回講座：第2回 10/4（金））
7/25（木）
申込開始 7/10（水）
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥 ○講習会のお申込みは、表記のない
長久保公園の一草一木
講師：森林インストラクター 佐藤 征男 氏
9/11（水）
申込開始 未定
ものは申込開始日の午前8時30分よ
初心者のための秋植え球根入門
7/27（土）
申込開始 7/12（金）
り電話・FAXまたは来園で先着順に
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥 受付となります。また、公平性を保
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
9/12（木）
申込開始 8/22（木） つため１回の電話・FAX・ご来園で
秋まき草花の種まきと育て方
7/30（火）
申込開始 7/17（水）
お一人様分の受付となります。
木の実や小枝を使って掛け時計を作ろう！ 講師：花を楽しむ教室主宰・園芸家 山口 まり 氏
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉
9/14（土）
申込開始 未定
○講習会の開催日・内容は予定であ
和の庭を作ろう ～石積み～
お申込みは、長久保公園宛て
り、講師の都合等により変更する場
8/8（木）
往復はがきで(7/26(金)必着)
初心者のための家庭菜園入門
～ジャガイモ、タマネギ、ニンジン、ネギ、レタスなどの栽培～

講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥

8/9（金）
申込開始 8/1（木）～
夏休みの自由研究はこれで解決！
「植物のバイオテクノロジー実験」

8/11（日）

（全6回講座：第2回 9/28、第3回 10/12
第4回 10/26、第5回 11/9、第6回 11/16
いずれも土曜日）
講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫

○各講習会の時間・参加費等・定員

9/15（日） 申込不要 当日直接会場へ などの詳細については、「広報ふじ
さわ」や長久保公園内の掲示板、又
さつき盆栽講習会
は長久保公園ホームページをご覧く
～病害虫予防と徒長枝剪定、止め肥～

講師：神奈川県立吉田島高等学校 学生

みどりの展示会

合がございます。

講師：神奈川県さつき会 会員

ださい。

場所：みどりの相談所１階展示ホール
時間：午前８時３０分～午後５時（最終日は４時まで）

展示会の開催日・内容は予定であ
り、出展団体の都合等により変更す
る場合がございます。

7/19（金）～7/28（日）

8/30（金）～9/8（日）

ナショナルトラストパネル展

長久保公園の植物紹介パネル展

出展団体：長久保公園

出展団体：長久保公園

7/10（水）～7/15（月・祝）

7/31（水）～8/12（月・祝）

9/13（金）～9/23（月・祝）

長久保公園花の写真展

植物バイオテクノロジーのパネル展

カワセミ写真展

出展団体：デジカメ講習会受講者

出展団体：長久保公園

出展団体：湘南カワセミクラブ

7/19（金）～7/28（日）

8/16（金）～8/25（日）

9/13（金）～9/29（日）

カワセミ写真展

農作物の花写真展

ナショナルトラストパネル展

出展団体：湘南カワセミクラブ

出展団体：長久保公園

出展団体：長久保公園

インフォメーション

長久保公園都市緑化植物園のご利用案内
<交通のご案内>
☆バス

みどりの贈りもの（藤沢市民対象）

「藤沢駅北口」２番乗り場
長久保経由辻堂駅行又は、
辻堂団地行「長久保」下車
徒歩約3分

出生・結婚・新築のお祝いに記念樹を差し上げます。
引換期間は、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。

グリーンバンク制度（藤沢市民対象）

☆小田急江ノ島線

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、みどりの相談所掲示板及びホームページで公開し
ています。譲り受けたいものがありましたら、長久保公園
へご連絡ください。

生垣設置用苗木の無償交付（藤沢市民対象）
藤沢市では生垣を新設される方のため、生垣用の苗木
を無償で交付しています。
受付期間：９月上旬ごろ
（交付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。）

秋の植木市開催（植木･草花･園芸資材の販売）
開催期間：９月21日（土）～１２月１日（日）
時間：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。

「本鵠沼駅」下車
徒歩約15分

<開園時間>
午前8時30分～午後5時

☆駐車場 無料８５台
（身障者用3台含む）

※みどりの相談所及びハーブ見本園は、
毎週月曜日及び祝日の翌日にお休みとなります。

<主な業務内容>
記念樹交付/緑化講習会／展示会
みどりの相談コーナーなど
長久保公園都市緑化植物園ホームページ
http://www.nagakubo-kouen.jp

電話 ０４６６－３４－８４２２
FAX ０４６６－３６－６７００

ホームページの
QRコードはこちら

