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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

植物と季節の伝統行事～五節句(五節供)～
・五節句とは・・・暦の中で奇数の重なる⽇を取り出して、「季節の旬の植物から⽣命⼒をもらい、

「邪気を払う」という⽬的から始まりました。邪気を払う植物の⼒で無病息災を願う意味があります。

１⽉７⽇：七草の節句（⼈⽇の節句） 前年の厄を払い新たな１年の無病息災を祈願し、春の七草

の⼊った七草粥を⾷べます。祝い酒で弱った胃腸を休めるため薬草代わりにしたともいわれています。

３⽉３⽇：桃の節句（上⺒の節句） ⽔辺で⾝を清め不浄を洗い流す、中国上⺒の節句を起源とした

習慣が、⽇本古来の⼈形⽂化と合わさって現代の「雛祭り」となって受け継がれたといわれています。
⼥の⼦が健やかに成⻑できるよう、魔よけの桃が使われます。

５⽉５⽇：菖蒲の節句（端午の節句） 男の⼦の誕⽣を祝い、健やかな成⻑を願います。「菖蒲」が

「尚武」と同じ読みであることから、⽴⾝出世を願って鎧兜を飾るようになったともいわれています。

７⽉７⽇：笹⽵の節句（七⼣の節句） ⽇本古来の豊作を祈る祭りと、⼥性の針仕事の上達を願う

中国古来の⾏事が合わさったものといわれ、短冊に願い事を書いて笹⽵に吊るす⾵習のほか、裁縫の
上達を願い素麺を⾷べる⾵習も残っています。

９⽉９⽇：菊の節句（重陽の節句） 菊の被綿(きせわた)に染み込ませた露で⾝体を清め、菊酒を
飲んで健康と⻑寿を願います。また、桃の節句で飾った雛⼈形を⾍⼲しを兼ねて飾る「後の雛」と
いう⾵習もあります。

風邪や貧血の予防に良いとされる。

ナズナ

解熱、利尿作用などが
あり、むくみ解消も期待できる。
昔は民間薬として使われた。

春の
七草

セリ 鉄分やビタミンが豊富で、

ゴギョウ(ハハコグサ)
去痰、咳鎮作用があり喉に良いと
され、薬草茶として用いられた。

ハコベ(コハコベ) 整胃、整腸や浄
血作用のほか、歯茎の出血や歯槽膿漏
予防など歯磨き粉のように使われた。
ホトケノザ(コオニタビラコ)
早春に黄色い花をつけるキク科の
多年草。シソ科の雑草の「ホトケノザ」
は別物でこちらは食用ではない。

スズナ(カブ)・スズシロ(ダイコン)
消化酵素のジアスターゼが消化を助け
る。ビタミンＣなども豊富。

１月７日には、その年の無病息災を願い「七草粥」を食べる習慣があります。春の七草は栄養豊富な日本
古来のハーブです。お正月で疲れた内臓をいたわり、不足しがちなビタミンを補います。天気の良い日に、
野や田畑で春の七草を探して、古き良き風習を思い起こしてみましょう。
※笹で手などを切らないよう
気をつけて作ってください。

①笹の葉の両側をそれぞれ２～３cm ほど折り曲げる。
②折ったところを３等分になるよう切れ目を１ｃｍほど入れる。
③3 等分した両端を持ち上げ、片方の輪にもう片方を入れる。
④逆側も同じようにしてできあがり。水に浮かべてみよう！

ハクモクレンや
コブシは冬を越す¥
ために白銀色の毛で覆われた冬芽を
つけます。ふさふさとしたやわらかな
手触りの冬芽を割り箸などに固定する
とまるで筆のようになります。
今回は書道に挑戦してみました！
書き心地はなかなか・・・！？.

緑化講習会

対象

藤沢市在住の方

2/1（土）
申込開始 1/22（水）
バラの冬剪定と育て方

2/21（金）

お申込みは、長久保公園宛て
往復はがきで(2/7(金)必着)

講師：樹木医 川島 一平 氏

2/7（金）
申込開始 1/23（木）
ハーブティーとハーブビネガーの楽しみ方

農家が教えるシクラメンの二年目の開花

講師：JHSハーブインストラクター上級 角本 久美 氏

2/9（日）

お申込みは、長久保公園宛て
往復はがきで(1/30(木)必着)

家庭菜園を始める方のための基礎講座
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
2/11（火・祝）
申込開始 2/4（火）

冬の自然、植物観察会
～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

2/16（日） 申込不要 当日直接会場へ
さつき盆栽講習会 ～改作作業と冬季の作業～
講師：神奈川県さつき会 会員

2/19（水）

申込開始 2/6（木）

音楽になった植物たち ～おりおりの花、おりおりの歌～

3/12（木）
申込開始 未定
有機栽培（無農薬・無化学肥料）で
年内収穫のタマネギを作ろう！

講師：シクラメン栽培農家 畑山 治雄 氏

2/28（金）

申込開始 2/18（火）

春の草木染教室（内容未定）

みどりの相談所
２階 研修室

場所

講師：講師

全4回（詳細未定）
神奈川県農業サポーター

圷

繁

氏

3/14（土）
申込開始 2/27（木）
春の苔テラリウム作り

講師：染色デザイナー 山田 美智子 氏

講師：長久保公園 伊沢 勇祐

2/29（土）
申込開始 2/21（金）
初心者のための芝生の手入れ
～今年の芝をよくするための準備講座～
講師：グリーンキーパー 伊従 史郎 氏

3/15（日） 申込不要 当日直接会場へ
さつき盆栽講習会
～植え替えと整枝剪定。消毒肥料計画～
講師：神奈川県さつき会 会員
3/28（土）
申込開始 未定
春のおしば美術講習会

3/4（水）

お申込みは、長久保公園宛て
往復はがきで(2/25(火)必着)

はじめてのナガイモの栽培に挑戦！

講師：湘南おしば会 池末 由貴江 氏

講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥

3/29（日） 申込不要 当日直接会場へ
盆栽講習会 ～季節の手入れ～

3/5（木）、3/6（金）、3/15（日）
※各回内容同一 申込開始 2/26（水）

講師：湘南盆栽会 会員

庭木の手入れ（初級編）～カンキツの手入れ～
講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫

○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
○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 ついては、「広報ふじさわ」や長久保公園内の掲
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 示板、又は長久保公園ホームページをご覧くださ
い。
ります。ご了承ください。
長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫

みどりの展示会
場所

みどりの相談所
１階 展示ホール

※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）
2/1（土）～2/11（火・祝）

3/14（土）～3/15（日）

ボタニカルアート（植物細密画）作品展

春蘭と苔玉展

（出展団体：ブルーメ長久保）

（出展団体：酔蘭香房 庵）
3/20（金・祝）～3/22（日）

1/18（土）～1/26（日）

2/22（土）～3/1（日）

カナダウインザー市の紹介パネル展

ボタニカルアート（植物細密画）作品展

春季盆栽展

（長久保公園自主展示）

（出展団体：花暦）

（出展団体：湘南盆栽会）

1/18（土）～1/26（日）

3/7（土）～3/8（日）

3/28（土）～4/5（日）

緑化推進活動紹介展

雪割草展

春のおしば美術展

（長久保公園自主展示）

出展団体：（湘南雪割草保存会）

（出展団体：湘南おしば会）

長久保公園都市緑化植物園のご利用案内
みどりの贈りもの（藤沢市民対象）

<交通のご案内>

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。

☆バス

「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

生垣設置用苗木の無償交付制度（藤沢市民対象）
一定の条件を満たす方に、生垣を設置するための苗木を差
し上げます。条件の内容などの詳細については、長久保公園
にお問い合わせください。
受付期間：1/25（土）～2/9（日）※月曜日除く
交付時期：3月下旬頃

☆小田急江ノ島線
「本鵠沼駅」下車
徒歩約15分

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）。

春の植木市開催（植木･草花･園芸資材の販売）
開催期間：3月20日（土）～7月初頭頃
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。

☆駐車場 無料８５台
（身障者用3台含む）

<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、
毎週月曜日及び祝日の翌日にお休みとなります。
（年末年始は12/28（土）～1/4（土）の間お休みです）
<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）

