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RENEWAL
OPEN!

ハーブ見本園の花壇が新しくなりました
オープンから２５年を迎え、植物や花壇の老朽化が進んでいた「ハーブ
見本園」を一部リニューアルいたしました。
「みんなにやさしいハーブ園」をテーマとし、初心者でもわかりやすいよう
ハーブの種類を「かおる」
、
「たべる」
、
「のむ」
、
「みる」の区分で植栽してい
ます。
リニューアルにあたっては、ながくぼグリーン
サポーターハーブ部会会員によるワークショッ
プを開催し、アイデアや意見を出し合い新しい
ハーブ見本園の構想を練りました。
「素敵なハーブ見本園にしたい！」という皆さん
のパワーに溢れた楽しい時間となりました。

グリーンサントリナ グロッソラベンダー

アーティーチョーク

ブラックマロウ

現在、新しい花壇には、
・
「かおる」ハーブ…グロッソラベンダー、フルーツセージ、カレープラント、
レモンバームなど
・「たべる」ハーブ…フレンチタイム、
オレガノ、アーティーチョークなど
メキシカンブッシュセージ
・「のむ」ハーブ…ベルガモット、ステビア
レモンバーベナ、レモンタイムなど
・「みる」ハーブ…パイナップルセージ、
メキシカンブッシュセージなどが植栽さ
れています。ぜひ足を運んでみてください。
エキナセア

「コロナ疲れ」にアロマはいかが？

松ぼっくりでマジック!?

新型コロナウイルス感染拡大の長期化により、ストレスで心身に
不調を感じている方も多いのではないでしょうか。
近年の研究では植物の香り成分（精油）が、神経の働きを鎮めた
り、免疫を活性化するなど心と身体に様々な作用をもたらすこと
がわかってきました。
植物の香りを楽しみながらコロナ疲れを吹き飛ばしましょう！

容器の口よりずっと大きな
松ぼっくりが・・・
あれ!?
どうやって
入れたの?

沈んだ気持ちを明るくしたい・・・柑橘系の香り
オレンジやグレープフルーツなどの柑橘系の香りは気分を高めて
リフレッシュさせてくれます。
特にベルガモットは鎮静の作用も期
待できます。
柑橘の精油の一部には光毒性があるので肌への使用は
お気をつけください。

ピリピリ、イライラ気分を解消・・・ラベンダーの香り
リラックス効果の代表的な香りです。心を落ち着かせ、緊張を
ほぐすので安眠効果など、様々な効果が期待できます。子ども
も大人も、スキンケアにも使える万能薬です。アロマ初心者の
最初の１本にピッタリです！

ルームスプレーを作ろう
気軽に作れて気軽に使えるので、初めての手作りアロマにオススメ
です。スプレー容器に無水エタノール 5ml を入れ、お好みの精油
(5～10 滴)を混ぜてから、精製水 45ml を加えます。軽く振った
らできあがり♪空間にひと吹きすれば香りが広がります。
★オススメブレンド★ ベルガモット・ラベンダー 各 3 滴

タネあかし
松ぼっくりのうろこのような鱗片(りんぺん)の
内側には種があり、種にはうすいプロペラのよう
なものがついていて、これが濡れてしまうと種は
遠くまで飛べません。松ぼっくりは種を少しでも
遠くに飛ばすため、雨が降るなど湿気が多いとき
は閉じ、晴れた日に開くのです。この性質を利用
して、水につけて閉じて細くなった松ぼっくりを
容器に入れたのです。中の松ぼっくりが乾くと
鱗片が開いて取り出せなくなります。

松ぼっくりを拾ってじっくり
観察してみよう！

緑化講習会
10/10（土）
申込開始 10/2（金）
盆栽講習会 ～季節の手入れ～

対象

藤沢市在住の方
（一部講習会をのぞく）

11/15（日）
申込開始 11/5（木）
さつき盆栽講習会

講師：湘南盆栽会 会員

～針金の掛け方と休眠の準備、摘蕾作業～

講師：神奈川県さつき会 会員
11/17（火）
どちらの回も同内容
講師：神奈川県さつき会 会員
11/27（金） ハガキで申込み 11/2（月）必着
キャンドルリースを作ろう！
10/25（日） ハガキで申込 10/19（月）必着
秋の自然、植物観察会
～今年はおうちでクリスマス～
～園内をみどりの相談員と散策しよう！～ 講師：フラワー装飾技能士 庄村 智恵子 氏
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉
11/20（金） ハガキで申込 11/6（金）必着
野生のつるでカゴを編む
11/5（木） ハガキで申込 10/26（月）必着
今からできる冬の野菜作り
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥 11/29（日） ハガキで申込 11/9（月）
親子でクリスマスリースを作ろう
11/12（木） ハガキで申込 11/2（月）必着
10/18（日）
申込開始 10/6（火）
さつき盆栽講習会 ～不定芽の剪定～

みどりの相談所研修室
又は園内

場所

12/6（日） ハガキで申込 11/21（土）必着
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作ろう！
講師：藤沢グリーンスタッフの会

田村

陽子

氏

12/12（土）
いずれの回も同内容
12/16（水） ハガキで申込 12/1（火）必着
12/17（木）
庭木の手入れ（初級編）
～カキの木の手入れ～
講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
12/18（金） ハガキで申込 12/2（水）必着
正月花アレンジメント
講師：池坊鳳秀流二世家元 長田 華鳳 氏
12/19（土） ハガキで申込 12/7（月）必着
花屋さんが教えるお花たっぷりのアレンジメント ～園内の木の実や葉っぱなど自然素材を使って～
知ってトクする園芸の話し
講師：藤沢グリーンスタッフの会 戸井田 道子 氏 講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
講師：ルッカ代表 斉藤 雄太 氏
11/13（金） ハガキで申込み 11/2（月）必着 12/3（木） ハガキで申込 11/26（木）必着
※講習会の開催日・内容は季刊誌発行時点での
ミニハボタンを使った寄せ植え作り
樹木の手入れ
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉 予定であり、講師の都合等により変更又は中止
講師：長久保公園 宮城 香澄
となる場合があります。
【講習会の申込方法について】
また、参加費用やハガキでの申込みの際の記
申込方法の表記のないものは、申込開始日の午前8時30分より電話、FAXまたは来園で 載事項などの詳細については、「広報ふじさ
先着順に受付となります。
わ」や長久保公園内の掲示板、長久保公園ホー
また、ハガキの場合も含め、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 ムページ等をご覧ください。
ます。ご了承ください。

みどりの展示会

場所

10/8（木）～10/15（木）

みどりの相談所
１階 展示ホール

10/24（土）～10/25（日）

11/14（土）～11/15（日）

寒蘭と苔玉展
（出展団体：酔蘭香房

庵）

11/21（土）～11/23（月・祝）

秋のおしば美術展

さつき盆栽と山野草展

秋季盆栽展

（出展団体：湘南おしば会）

（出展団体：湘南遊行さつき会）

（出展団体：湘南盆栽会）

10/17（土）～10/18（日）

10/31（土）～11/12（木）

12/18（金）～2021/1/11（月・祝）

秋の山草展

菊花展

藤沢市「緑と花のまちづくり」コンクール優秀作品展

（出展団体：湘南山草会）

（出展団体：藤沢菊花会）

（出展団体：藤沢市みどり保全課）

※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。

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。

<交通のご案内>
☆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

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。

☆小田急江ノ島線
「本鵠沼駅」下車
徒歩約15分

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。

秋の緑化推進まつりの中止について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み、今年の
「秋の緑化推進まつり」は開催中止とさせていただきま
す。楽しみにしていただいていた皆さまには大変申し訳
ありませんが、ご理解・ご了承くださいますようお願い
いたします。

☆駐車場 無料８５台
（身障者用3台含む）
※大型バスは入れません。
<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-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）

