長久保公園都市緑化植物園季刊誌
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ながくぼ

Ｖｏｌ．４３

公益財団法人藤沢市まちづくり協会 長久保公園都市緑化植物園

栗は果物！食べていたのは実じゃない？
クリはブナ科クリ属の落葉樹になる果実です。生物学上では樹木に
できるものを果物としているので、クリは果物です。
（逆にイチゴや
メロンは生物学上では野菜となります。
）
甘くてホクホクのクリですが、じつは私たちが食べていたのは種の
部分だったのをご存知ですか？では、実はどこかというと、皮だと
思っていた外側の硬い殻（鬼皮）と薄い皮（渋皮）が栗の果肉にあ
たります。するどいトゲトゲをもつイガは皮の部分にあたります。

長久保公園花のプロムナード（大花壇）へ
の草花の植付けをお手伝いいただける参加
者を大募集します！１日だけ、1 時間だけ
…などの参加も大歓迎です！興味のある方
はお気軽にお問合せください！

「皮ごと食べるとおならが出ない」は本当？
サツマイモのことを「栗（九里）より（四里）うまい十三里」と言
いますが、これは当時サツマイモの名産地だった川越から江戸まで
の距離が十三里だったことが由来と言われています。
美味しいサツマイモですが、そもそもおならが出やすくなってしま
うのは、でんぷんが多く含まれいるため。消化されにくいでんぷん
が腸内に長くとどまってガスが発生してしまうのです。サツマイモ
の皮に含まれる「ヤラピン」という消化酵素は、でんぷんの消化を
助けガスの発生を抑えてくれるので、気になる場合は皮ごと食べま
しょう。

【日時】※雨天中止となります。

・11 月 14 日(木) 13:30～15:30
・11 月 17 日(日) 10:00~12:00
13:30～15:30
・11 月 19 日(火) 10:00～12:00

冬の

即売会
地域のみなさまに楽しんでいただけるよう、植物の愛好団体や
市⺠ボランティア、福祉団体などのご協⼒のもとイベントを
開催します。ご家族、ご友⼈と⼀緒にお楽しみください。

・山野草のコケ玉
・自家栽培草花の苗
・自家栽培野菜の苗
・ドライハーブティー
・落花生の種

・香りのボンボンサシェ
・秋のたねダンゴ
・バラとハーブのポプリ
・木の実のクラフト
・ハーバリウム 他

★芝生の上でピラティス体験！★

・山野草やさつき等の盆栽
・菊やさつき、山野草苗
・地元農家の新鮮野菜
・ラベンダーバンドルズ
・天然酵母パン
・タピオカミルクティー
・焼きそば等お惣菜 他

堀明子詩集『四季の色』を歌う
ミニコンサート

緑化講習会
申込開始 10/3（木）
苔のテラリウム作り

10/14（月･祝）

講師：長久保公園 伊沢 勇祐

10/17（木）
申込開始 10/2（水）
ハーブ染めに挑戦

対象

藤沢市在住の方
お申込みは、長久保公園宛て

11/21（木） 往復はがきで(11/7（木)必着)
つるを使ってかごを編んでみよう
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉

みどりの相談所
２階 研修室

場所

12/14（土）
申込開始 未定
親子で木の実のキャンドル立てと
ミツロウのロウソクをつくろう
講師：藤沢グリーンスタッフの会

田村

陽子

氏

11/26（火）
申込開始 11/8（金）
12/20（金）
申込開始 未定
～シルクストールをローズマリーで染めよう！～
託児付き講習会
知ってトクする園芸の話
講師：染色デザイナー 山田 美智子 氏
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
～クリスマススワッグを作ろう～
講師：フラワー装飾技能士 庄村 智恵子 氏
10/19（土） 申込開始 10/4（金）～
マツの手入れ ～葉のもみ上げについて～ 11/27（水） 申込開始 11/12（火）
講師：日本ガーデンデザイン専門学校 鴨下 文秀 氏
クリスマスリース作り
10/20（日） 申込不要 当日直接会場へ 講師：ＪＨＳハーブインストラクター 麻生 美佐緒 氏
さつき盆栽講習会 ～不定芽の剪定～
12/4（水）
申込開始 11/19（火）
講師：神奈川県さつき会 会員
クリスマスのアロマワックスバーを作ろう
10/22（火･祝） 申込開始 10/11（金） 講師：アロマテラピーインストラクター 笠原 宏美 氏
秋の自然、植物観察会
12/6（金）
申込開始 11/20（水）
フレッシュハーブを使った
～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
クリスマスのテーブルリースを作ろう
10/25（金） 申込開始 10/17（木） 講師：ＪＨＳハーブインストラクター 麻生 美佐緒 氏
ハーバリウム作りワークショップ
12/7（土）
申込開始 11/22（金）
講師：長久保公園 鈴木 弓実
親子でクリスマスリースをつくろう
11/9（土） 申込不要 当日直接会場へ ～園内の木の実や葉っぱなど自然素材を使って～
講師：藤沢グリーンスタッフの会 戸井田 道子 氏
盆栽講習会 ～季節の手入れ～
講師：湘南盆栽会 会員
12/11（水） 申込開始 11/26（火）
正月花アレンジメント
11/15（金） 申込開始 10/29（火）
講師：池坊鳳秀流二世家元 長田 華鳳 氏
ミニハボタンを使った寄せ植えづくり
講師：長久保公園 宮城 香澄
12/12（木）
11/17（日） 申込不要 当日直接会場へ 12/15（日）
申込開始 未定
さつき盆栽講習会
12/21（土）
～針金の掛け方と休眠の準備、摘蕾作業～
庭木の手入れ（初級編）～カキの手入れ～
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

○講習会のお申込みは、表記のないものは申込開始日
の午前8時30分より電話、FAXまたは来園で先着順に
受付となります。また、公平を保つため１回の電話、
FAX、ご来園でお一人様分の受付となります。

みどりの展示会

○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。詳細については、「広報ふじさわ」や長
久保公園内の掲示板、又は長久保公園ホームページをご覧くださ
い。

※時間その他の詳細については、長久保公園ホー
ムページ等をご覧ください（出展団体の都合によ
り変更となる場合がございます）

場所：みどりの相談所１階

展示ホール

11/20（水）～11/27（水）

10/4（金）～10/6（日）

10/26（土）～10/27（日）

藤沢の自然の花写真展

秋季盆栽展

さつき盆栽と山野草展

出展団体：湘南盆栽会

出展団体：湘南遊行さつき会

出展団体：長久保公園
12/7（土）～12/24（火）

10/12（土）～10/14（月・祝）

10/31（木）～11/10（金）

クリスマスクラフト展

秋の山草展

菊花展

出展団体：湘南山草会

出展団体：藤沢菊花会

出展団体：長久保公園
12/14（土）～1/13（月・祝）

10/17（木）～10/22（火・祝）

11/16（土）～11/17（日）

秋のおしば美術展

寒蘭と苔玉展

藤沢市「みどりと花のまちづくり」
コンクール優秀作品展

出展団体：湘南おしば会

出展団体：酔蘭香房 庵

出展団体：藤沢市みどり保全課

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・結婚の場合その日付から、新築の場
合は証明書類の日付からそれぞれ６ケ月です。

☆小田急江ノ島線

グリーンバンク制度（藤沢市民対象）
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。譲りたいものがありましたら、長久保公
園へご連絡ください。

みどりの相談コーナー
専門の相談員が植物に関するご相談に無料でお答えし
ます。ご利用は直接のご来園のほか、電話やメールでも
受け付けております（メールの場合は必ず件名を入れて
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
メール

↑
ホームページの
QRコードはこちら

nagakubo-kouen@f-achikyo.or.jp

（メールをご利用の際は、必ず件名を入れてください）

