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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

サクラは、万葉集でも詠まれているほど古くから日本で愛され続け、日本人にとって最も馴染みの深い花のひとつです。
日本を代表する花として知られていますが、じつは北半球の温帯地域には様々なサクラが広く分布しています。
日本に自生する野生種のサクラは 10 種で、栽培品種は少なくとも 200 種以上存在しています。
そのうち、長久保公園では 16 種類、約 50 本のサクラが見られます。

ソメイヨシノ(染井吉野)
日本固有種のオオシマザクラとエド
ヒガンの交配によって生まれたのが
始まりとされる。単一の樹を始原と
し、そのほとんどが全く同じ DNA
を持つクローンであることが近年明
らかになっている。

オオシマザクラ(大島桜)
日本の固有種で日本に自生する野生種
の１つ。サトザクラ類に含まれる多く
の品種のもとになったといわれる。
一重で大輪の白い花を咲かせ、白花と
緑の葉が同時に展開する。葉は桜餅の
葉として使われる。

ヤエベニシダ

ヤマザクラ(山桜)

(八重紅枝垂)

日本の固有種で日本に自生する野生
種の１つ。淡紅色で一重の花を咲か
せ、葉芽と花が同時に展開する。野
生種のため個体間の変異が大きく、
ソメイヨシノとは対照に、同じ地域
でも個体ごとに開花期が前後する。

シダレザクラの中でも人気のあるエドヒガン
系の園芸品種。垂れ下がる枝に、濃紅色の
八重咲きで小輪の花をいっぱいにつける。
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カワヅザクラ(河津桜)
オオシマザクラとカンヒザクラの
自然交雑から生まれたとされ、
静岡県河津町で発見された品種。
1 月下旬頃から咲き始め、開花期
はニュースにもなる人気の品種。
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ウコン(鬱金)
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カンヒザクラ(寒緋桜)

カンザクラ(寒桜)
カンヒザクラ、ヤマザクラ、オオシ
マザクラの雑種とされ、関東以西で
栽培される。名前のとおり寒い冬の
時期に、一重で淡紅色の花を咲かせ
ます。松山市の「薄寒桜」や熱海市
の「熱海桜」が有名。
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オオシマザクラを基とした栽培品種。
花弁の色がショウガ科のウコンの根を
染料に用いた色に似ていることが名前
の由来とされる。咲き始めの緑がかっ
た淡い黄色から、咲きすすむと白っぽ
くなり、最後は中心部からピンク色に
染まっていく。

フゲンゾウ(普賢象)
オオシマザクラを基に生まれた日本原産の栽培
品種。花の中央から出ている２本の雌しべの先
端が曲がっており普賢菩薩の乗る白象の鼻に似
ていることが名前の由来となっている。

中輪の一重咲き、濃い紫紅色で、半開
した釣鐘状の花を下向きにつける。
亜熱帯性の野生種で、沖縄でサクラと
いえばこのカンヒザクラを指す。
カンヒザクラを片親とする代表的な栽
培品種としてカワヅザクラ、ヨコハマ
ヒザクラ、ヨウコウなどがある。

園内では他に、「支那実桜」
・
「一葉」「陽光」
・「紅豊」の
4 種、また、珍しい新種とし
ては伊豆大島の尾川武雄氏が
作出した極早咲きの「夢待
桜」
、独特の芳香が特徴の南
足柄の「春めき」の 2 種も植
樹されており、今年は花が見
られるかもしれません。

オナモミはキク科オナモミ属の一年草で、果苞には多数のトゲがあります。このトゲの先端は釣り針のような
かぎ状で、服などの繊維や動物の毛などにつくとなかなかとれない構造になっています。カバンや靴などに
使われている「マジックテープ」はこのオナモミの仲間（ゴボウ）の実がヒントになって生まれたものです。

乾燥
させる
オナモミ

乾燥させた実と小枝を糸でつなげ、
釣り竿に仕立てます。

フェルトや紙に海の生き物を書いて
紙にはテープで毛糸つけよう。
ひっつき虫ことオナモミがフェルトや
毛糸にくっつくよ！

緑化講習会
2/5（土）
バラの冬剪定と育て方
講師：樹木医

川島

一平

氏

坂本

講師：長久保公園みどりの相談員

2/25（金）
庭木の手入れ（実習編）

立弥

廣田

邦夫

2/20（日）
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

講師：染色デザイナー

2/26（土）
芝生講習会 ～春からの手入れ～

講師：湘南盆栽会

2/27（日）
簡単ナガイモ栽培に挑戦！

氏

会員

講師：神奈川県さつき会

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 廣田 邦夫

美智子

3/20（日）
さつき盆栽講習会
～植え替えと整枝剪定。消毒施肥計など～

講師：グリーンキーパー 伊従 史郎 氏

3/2（水）
3/3（木）
※いずれも同内容
3/5（土）
庭木の手入れ（初級編）
～カンキツ類の手入れ～

山田

3/12（土）
盆栽講習会 ～季節の手入れ～

講師：藤沢市緑化事業協同組合 組合員

六浦 勉

2/16（水）
音楽になった植物たち
～おりおりの花、おりおりの歌 冬春編～
講師：長久保公園みどりの相談員

3/11（金）
春の草木染め教室
～ローズマリーでシルクストールを染めよう！～

講師：シクラメン栽培農家 畑山 治雄 氏

2/11（金・祝）
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～

みどりの相談所研修室
又は園内

場所

2/22（火）
農家が教えるシクラメンの二年目の開花

2/6（日）
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

藤沢市在住の方
（一部講習会をのぞく）

対象

会員

3/26（土）
初心者のための家庭菜園入門
～夏野菜の栽培～
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
※新型コロナウイルス感染症対策のため、それぞれ定員
や開催時間などを縮小して開催しております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

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、公平性を保つため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。
【その他の詳細は長久保公園まで】

みどりの展示会

みどりの相談所
１階 展示ホール

場所

1/15（土）～1/23（日）

2/18（金）～2/27（日）

緑化推進活動紹介展

ボタニカルアート作品展

（長久保公園自主展示）

（出展団体：花暦）

1/26（水）～2/3（木）

3/5（土）～3/6（日）

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」や長久保公園内掲示板、長久保公園ホーム
ページ等をご覧ください。
【その他の詳細は長久保公園まで】
※休館日 ①月曜日（祝日の場合は営業）
②祝日の翌日（土日は営業）
3/19（土）～3/21（月・祝）

初春のおしば美術展

雪割草展

春季盆栽展

（出展団体：湘南おしば会）

（出展団体：湘南雪割草保存会）

（出展団体：湘南盆栽会）

2/5（土）～2/13（日）

3/12（土）～3/13（日）

3/24（木）～3/30（水）

ボタニカルアート作品展

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

インフォメーション
長久保公園では、まちにみどりを広め、増やすため、
様々なサービスをご用意しております。

●みどりの贈りもの（藤沢市民対象）
出生・結婚・パートナーシップ宣誓のお祝いに記
念樹を差し上げています。なお、引換期間は、出
生・結婚・パートナーシップ宣誓の場合それぞれの
日から、新築の場合は証明書類（登記簿謄本や検査
済証など）記載の新築の日付から、それぞれ6か月と
なっておりますので、ご注意ください。
●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。電話やメールでもご相談を受け付けてお
りますので、お気軽にご相談ください（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）
受付期間：1/28（金）から2/6（日）まで
交付時期：3月下旬（予定）
申請方法：来園にて受け付けます。
※交付には条件があります。詳細は長久保公園まで
お問合せください。
●春の植木市開催（植木･草花･園芸資材の販売）
開催期間：３/1９（土）から
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（土日は開催します）
※雨天（荒天）の場合、中止になることがあります。

公園・街路樹の写真展
庵）

（出展団体：公民館写真サークル協議会）

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
☆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12/28～1/4の間お休みです）

<主な業務内容>

記念樹引換/緑化講習会／みどりの展示会／
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
https://www.nagakubo-kouen.jp
電話 ０４６６－３４－８４２２
FAX ０４６６－３６－６７００

ホームページの
QRコードはこちら

