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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

ミラクルフルーツ

ホワイトサポテ

スターフルーツ

西アフリカ原産の
アカテツ科の果樹で果実の中に含ま
れる「ミラクリン」という成分により、
この実を食べた後にレモンなどの酸っぱ
いものを食べると甘く感じる不思議な
フルーツ。

東南アジア原産で、カタバミ
科の常緑の大木。現在は日本でも
沖縄などで栽培されています。果実
の断面が五角形の星形となること
からこの名前が付きました。

メキシコ原産の
常緑樹で、
柿のような形の
果実は、ミカン科でありながら
バナナやモモ、洋ナシのような
クリーミーな食感です。

トロピカルフルーツ

トロピカルフルーツは熱帯および亜熱帯を原産とする果実を指しますが、一言で「トロピカル」といっても
南米諸国、アフリカ全域、東南アジア諸国、オーストラリア北部とその他オセアニア諸国と幅広く、現地で
しか流通しない名前も知らないようなフルーツが世界にはたくさんあります。長久保公園の展示温室にも、
おなじみのバナナやパパイアなどの他にトロピカルフルーツの木があります。探してみてください！

グアバ

チェリモヤ
南米原産、バンレイシ
科の常緑樹。恐竜の
うろこのような見た目ですが、とても甘
く柔らかく美味しいです。別名「森の
アイスクリーム」とも呼ばれています。

ドラゴンフルーツ

熱帯アメリカ
地域の、フトモモ
科の常緑樹。白く美しい花を咲か
せます。果実はビタミン C やポリフェ
ノールが豊富で、葉もグアバ茶とし
て飲まれています。

中南米原産、
サボテン類の果実で、果皮が
ドラゴンのうろこに似ているのが
名前の由来。果実はビタミン、ミネ
ラル、ポリフェノール類が豊富で栄
養満点のフルーツです。

スパイスのチカラ
～ポマンダーを作ろう～
ポマンダーの歴史はとても古く、中世ヨーロッパで
は穴のあいた丸い容器にハーブやスパイスを詰め、
ペストなどの流行病から守ってくれる魔除けとし
て貴族たちが持ち歩きました。この習慣が庶民に広
まり、果物で作ったものがフルーツポマンダーで
す。フルーツ腐らないのはクローブの持つ植物のチ
カラのおかげ。クローブには抗菌作用があり、また、
クローブの香りには沈んだ気持ちをやさしく押し
上げてくれる作用があると言われています。
作り方は簡単で、オレンジ
などの柑橘類にクローブ
を刺して、シナモンパウダ
ーをまぶし、１～２ヶ月乾
燥させるだけ。
できあがったポマンダー
はまさに「オレンジのミ
イラ」!!数年は香りが持
続します。作っている最
中も、オレンジとクロー
ブの温かみのある甘い香
りを楽しめますよ(*^^*)

こはく色で不思議な形をしているムクロ
ジの実。割ってみるとペタペタした液が
出てきます。これは「サポニン」という
天然の界面活性剤で、ムクロジの実は英
語で「Soap nuts(ソープナッツ)」とも
呼ばれ、石鹸の代わりに使われました。
ムクロジの実数粒の外皮を割って、一晩
浸した水を、ペットボトルなどの容器に
入れて思い切り振ってみましょう！しっ
かりと泡が立ち、洗剤として使えます。
実の中に入っている くて固い種 は、
羽根つきの羽根のおもりに使われました。
ムクロジの漢字は 「子」 が
「患わ無い（わずらわない）」と
書いて「無患子(ムクロジ)」と
読みます。羽根つきで災いや厄を
「跳ね返す、跳ね除ける」との意味
から子どもの健康を願ったものです。

ムクロジ

ムクロジ科／ムクロジ属 落葉高木
大きいものは樹高２０ｍほどにもなる。花期は
６ ７ で、花の後にできる果実は直径２セン
チほど。１０ 頃、
く熟し、落葉後は茶
くなってしばらく枝に残る。

緑化講習会

藤沢市在住の方
（一部講習会をのぞく）

対象

みどりの相談所研修室
又は園内

場所

2/6（土）
バラの冬剪定と育て方

2/25（木）
3/11（木）
農家が教えるシクラメンの二年目の開花
春の草木染め教室
講師：樹木医 川島 一平 氏
講師：シクラメン栽培農家 畑山 治雄 氏 ～ローズマリーでシルクストールを染めよう！～
2/7（日）
2/27（土）
講師：染色デザイナー 山田 美智子 氏
家庭菜園を始める方のための基礎講座
春からの芝生の手入れ
3/18（木）
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
講師：グリーンキーパー 伊従 史郎 氏
有機栽培（無農薬・無化学肥料）で
2/11（木・祝）
3/3（水）、3/4（木）、3/7（日）
冬収穫のタマネギを作ろう！
※4回講座（5/27、8/26、12/9 各木曜）
冬の自然、植物観察会
※いずれの回も同内容
講師：神奈川県農業サポーター 圷 繁 氏
～園内をみどりの相談員と散策しよう！～
庭木の手入れ（初級編）
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉
～カンキツ類の手入れ～
3/21（日）
講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
2/17（水）
さつき盆栽講習会
音楽になった植物たち
3/5（金）
～植替えと整枝剪定。消毒肥料計画～
～おりおりの花、おりおりの歌～
講師：神奈川県さつき会 会員
簡単ナガイモ栽培に挑戦！
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥 講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
3/28（日）
2/21（日）
3/6（土）
初心者の家庭菜園入門
盆栽講習会 ～季節の手入れ～
～トマト・ナス・ピーマン等の栽培～
さつき盆栽講習会～改作作業と冬季の作業～
講師：湘南盆栽会 会員
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
左
「農家が教えるシクラ
メンの二年目の開花」
右
「有機栽培（無農薬・
無化学肥料）で冬収穫
のタマネギを作ろ
う！」

各講習会の開催日・内容は、変更又は中止となる場合があります。
また、各講習会の申込方法や開催時間、参加費用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。
なお、お申込みにつきましては、公平を保つため１回（往復はがきの場合1枚）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。

みどりの展示会

みどりの相談所
１階 展示ホール

場所

3/6（土）～3/7（日）

雪割草展
（出展団体：湘南雪割草保存会）

1/15（金）～1/24（日）

2/5（金）～2/14（日）

3/13（土）～3/14（日）

カナダウインザー市の紹介パネル展

ボタニカルアート作品展

春蘭と苔玉展

（出展団体：長久保公園自主展示）

（出展団体：花暦）

（出展団体：酔蘭香房 庵）

1/27（水）～1/31（日）

2/19（金）～2/28（日）

3/19（金）～3/21（日）

緑化推進活動紹介展

ボタニカルアート作品展

春季盆栽展

（出展団体：長久保公園自主展示）

（出展団体：ブルーメ長久保）

（出展団体：湘南盆栽会）

各展示会の開催日・内容は、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。

インフォメーション
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。

3/25（木）～3/31（水）

春のおしば美術展
（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
<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」バス停で下車
徒歩約3分
☆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）。

生垣設置用苗木の無償交付（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。
申請方法：1/29（金）～2/7（日）に来園で。
※2/1（月）は除きます
交付時期：３月下旬頃

春の植木市開催（植木･草花･園芸資材の販売）
開催期間：３/20（土）～7月上旬頃
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。

<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）
※大型バスは入れません。

※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12/28～1/4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

↑
ホームページの
QRコードはこちら

電話 ０４６６－３４－８４２２
FAX ０４６６－３６－６７００
メール 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）

