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ホームタマネギは、途中まで育てた⼩さなタマネギを採って乾燥貯蔵させておき、夏の終わりに
再度植え付けて栽培するタマネギです。種や苗から栽培するより早く簡単に収穫できます。
また、初夏が旬の新タマネギですが、ホームタマネギを育てると冬に⾷べることができます。
プランターでも栽培ができるので、ベランダなどでおうち野菜を作りましょう！

②プランターは深さ 30cm、

幅 65cm 以上の物を使います。
鉢底⽯を底に敷き、野菜⽤
培養⼟を⼊れます。

①セット球を⽤意します。
3 ⽉に種をまいて、5 ⽉下旬 6 ⽉に掘り
上げ陰⼲しして夏を越したものか、市販の
ものを購⼊します。
【ポイント】
直径 2.5cm 3cm のものを選んでくださ
い。球径が 3cm 以上だと分球しやすく、
2cm 未満だと年内収穫が難しくなります。

8 ⽉頃に 10 15cm の株間で
深さ 1cm の⽳を堀り、先端を
少し⼟から出して植え付けま
す。1 2 週間すると芽が出て
くるので、乾燥させないよう
にしてください。

明⽇につなごう藤沢のみどり

LOVEGREEN
藤沢市みどり基⾦

藤沢市みどり基金とは
藤沢市みどり基金は数多くの個人の方々や団体、企業の皆様
にご賛同いただいた上でご寄付をいただき運用しております。
この基金は市内に残された貴重な緑を守り、その緑を後世に
伝えることを目的として「緑地の取得」「緑地の維持管理」
「普及啓発活動」等に役立てています。
長久保公園みどりの相談所では、来園者の皆様からのご寄付
を募っています。今後も緑地を守り育てていくため、みどり基
金へのご協力をお願いします。

みどり基金グッズ

みどり基金
ありがとう！
大切に使うね！

③9 ⽉下旬 10 ⽉上旬にプランター
全体に化成肥料を混ぜ込みます。
この頃から球が⼤きくなり始めます。
この時期に⽔切れが起きると
サイズが⼤きくならないので、⼟が
乾いていたらしっかり⽔やり
します。(過湿にならない
よう注意！)11 ⽉以降、
葉が倒れ始めたら収穫の
⽬安です。球ごと引き抜い
て収穫しましょう！

草花あそび
☆ 夏 編 ☆
サトイモの葉っぱのお面
①顔より大きなサトイモの葉を根元からちぎります。
②自分の顔にあわせて目と口の位置に指で穴をあけ、
好きな大きさに穴を広げます。
③顔にお面をあわせて、友達をおどろかせちゃおう！

カタバミでピカピカ１０円玉
道端や公園に生えているハートの形の葉っぱに黄色い
花のカタバミ。葉っぱで１０円玉をこするとピカピカに！

１５００円以上のご寄付をいただいた方に、
トートバックまたはサコッシュをお渡しして
います。そのほか、キュンバッチやキーホル
ダー、ふじキュンのマスキングテープなどの
オリジナルグッズや自然観察ガイドもあります。

緑化講習会

藤沢市在住の方
（一部講習会をのぞく）

対象

7/8（水）
申込開始 6/30（火）
夏の自然、植物観察会
～園内をみどりの相談員と散策しよう！～

ハガキで申込（7/27（月）必着）
8/7（金）
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、
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉
ネギ、レタスなどの栽培～
7/10（金）
申込開始 6/24（水） 講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
初夏の草木染め教室
8/9（日）
申込開始 7/31（金）～
講師：染色デザイナー 山田 美智子 氏
菊の講習会 ～スプレー菊を育てよう！～
講師：藤沢菊花会 会員
7/11（土）
申込開始 7/3（金）
盆栽講習会 ～季節の手入れ～
8/20（木） ハガキで申込（8/7（金）必着）
講師：湘南盆栽会 会員
果樹農家が教えるブドウ栽培と
ブドウの食べ比べ
7/12（日）
申込開始 7/7（火）
菊の講習会 ～スプレー菊を育てよう！～
講師：果樹農家 関根 銀蔵 氏
講師：藤沢菊花会 会員
8/25（火） ハガキで申込（8/14（金）必着）
音楽になった植物たち
7/16（木）
申込開始 7/1（水）
長久保公園の一草一木
～湘南ゆかりの歌を集めて～
講師：森林インストラクター 佐藤 征男 氏 講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
7/18（土） ハガキで申込み（7/7（火）必着） 8/28（金） ハガキで申込（8/18（火）必着）
芝生の生育期の手入れ
初心者のための草花栽培講習会
～パンジーの種まきと植え替え～
講師：グリーンキーパー 伊従 史郎 氏
※全2回講座（第2回：10/9（金））
7/19（日）
申込開始 7/16（木）
さつき盆栽講習会 ～盛夏対策（灌水と薬剤散布）～ 講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
講師：神奈川県さつき会 会員
8/29（土） ハガキで申込（8/19（水）必着）
バラの秋剪定と育て方
7/22（水） ハガキで申込（7/10（金）必着）
講師：樹木医 川島 一平 氏
夏のアロマワックスバー作り
ハガキで申込（8/19（水））必着）
講師：長久保公園 鈴木 弓実
9/3（木）
秋まき草花の種まきと育て方
7/25（土） ハガキで申込（7/13（月）必着）
講師：花を楽しむ教室主宰・園芸家 山口 まり 氏
子どものための夏休みクラフト広場
ハガキで申込（8/24（月）必着）
～藍でハンカチを染めてみよう！～
9/6（日）
講師：染色デザイナー 山田 美智子 氏
初心者のための秋植え球根入門
ハガキで申込（7/15（水）必着） 講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
8/2（日）
ハガキで申込（8/25（火））必着）
子どものための夏休みクラフト広場
9/9（水）
～木の実や小枝を使って掛け時計を作ろう！～
苔の品種紹介と育て方講座
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉
講師：長久保公園 伊沢 勇祐
ハガキで申込（7/22（水）必着）
8/6（木）
9/12（土）
申込開始 9/4（金）
樹木の病害虫の防除方法について
盆栽講習会 ～季節の手入れ～
講師：住友化学園芸㈱相談員・園芸ソムリエ 望田 明利 氏
講師：湘南盆栽会 会員

みどりの展示会

みどりの相談所研修室
又は園内

場所

9/12（土）
申込開始 9/1（火）
和の庭を作ろう ～石敷き～
（全6回講座：第2回 9/26、第3回 10/10
第4回 10/24、第5回 11/7、第6回 11/21
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
9/13（日）
申込開始 未定
菊の講習会 ～蕾の取り方・肥料調整～
講師：藤沢菊花会 会員
9/16（水） ハガキで申込（8/25（火）必着）
苔のテラリウム作り
講師：長久保公園 伊沢 勇祐
9/18（金） ハガキで申込（9/8（火）必着）
9/19（土）
庭木の手入れ（初級編）～常緑樹の手入れ～
講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
9/20（日）
申込開始 未定
さつき盆栽講習会

～病害虫予防と徒長枝剪定、止め肥～

講師：神奈川県さつき会

会員

【講習会の申込方法について】
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、ハガキを含め、公平を保つため１回の
お申込みでお１人様分の受付となります。
ご了承ください。
※講習会の開催日・内容は季刊誌発行時点
での予定であり、講師の都合等により変更
又は中止となる場合があります。
また、費用やハガキでの申込みの際の記
載事項その他の詳細については、「広報ふ
じさわ」や長久保公園内の掲示板、長久保
公園ホームページ等をご覧ください。

※展示会の開催日・内容は季刊誌発行時点での予定であり、出展団体の都合等により、変更又は中止
となる場合があります。
また、時間その他の詳細については、「広報ふじさわ」や長久保公園内の掲示板、又は長久保公園
ホームページ等をご覧ください。

7/29（水）～8/10（月･祝）

9/4（金）～9/13（日）

植物バイオテクノロジーのパネル展

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）

7/18（土）～7/26（日）

7/29（水）～8/10（月･祝）

9/26（土）～10/4（日）

カワセミ写真展

病害虫のミニ展示

（出展団体：湘南カワセミクラブ）

（出展団体：長久保公園）

場所

みどりの相談所
１階 展示ホール

カワセミ写真展
（出展団体：湘南カワセミクラブ

7/18（土）～7/26（日）

8/15（土）～8/30（日）

9/26（土）～10/4（日）

ナショナルトラストパネル展

藤沢の自然の植物写真展

ナショナルトラストパネル展

（出展団体：長久保公園）

（出展団体：長久保公園）

（出展団体：長久保公園）

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。
※2019年10月1日～2020年5月31日までのものに
ついては、2020年12月27日までとさせていただきます。

☆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：9月上旬～中旬頃
交付時期：10月下旬頃

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：9/19（土）～12/13（日）
時間：午前10時～午後4時
定休日 ・毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開催）
・祝日の翌日
※雨天（荒天）の場合、中止になることがあります。

☆小田急江ノ島線
「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。
（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-machikyo.or.jp

（メールをご利用の際は、必ず件名を入れてください）

