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ヤマガラとエゴノキ

キレンジャクとヤドリギ
ヤドリギは、エノキやブナなどに寄生する日本
全国で見られる多年生植物です。
淡黄色の実をつけますが、粘着性のある果肉に
包まれていてネバネバ、ベタベタしています。
そのせいかレンジャク以外の鳥はあまり食べま
せん。ヤドリギを食べたレンジャクの糞も果肉の
粘性が残るため、樹上で糞をするとそれが落下中
に樹皮にくっつき、簡単には取れません。ヤドリ
ギはそこからまた根を生やし子孫を殖やします。

野鳥の中では珍しく人をあまり恐れず、人懐っ
こい一面を持つヤマガラ。雑食で夏は昆虫など
を食べますが、秋になると木の実を食べます。
エゴノキは日本全国に分布する落葉高木で、
果実の皮には毒性があり、他の野鳥はほとんど
食べませんが、なぜかヤマガラはエゴノキを
好み、固い果実を両足で挟んで、くちばしでつ
ついて器用に有毒な果皮を取り除いて種子だけ
を食べます。

変わった好みのいきものたち
多くの動物が様々な植物を食べます。リンゴやミカン、グミの実やカキなど、一般的に人間が食べて
美味しいものは他の動物も好んで食べますが、植物の中には特定の動物以外にはほとんど食べられない
種類もあります。それぞれのお気に入りの植物を知ると、野鳥や昆虫観察などにも役立ちます。
ユーカリはオーストラリア原産の常緑高木で、
アロマセラピーでもお馴染みの植物ですが、葉
には毒性があります。コアラは動きが鈍く、他の
動物との食糧争いでは負けてしまいます。そのた
め、他の動物が食べないユーカリの葉の毒性を
分解できるよう長い年月をかけて進化しました。
コアラがよく寝るのは、ユーカリの毒素を分解す
るのにエネルギーを使うためと言われています。

コアラとユーカリ

一般に「桑」と呼ばれるマグワは日本各地に分布
する落葉高木で、生糸の原料となる繭を作るカイ
コはこのクワの葉しか食べません。厳密に言う
と、いくつかの種類の葉もかじりますがクワ以外
では十分に成長できず死んでしまうそうです。
クワの葉にはアルカイドという消化酵素を阻害す
る働きのある物質が含まれているため、他の虫は
食べませんが、カイコはアルカイドに対して耐性
があります。

カイコとクワ

①

③

(Sat) 雨天時は翌日に延期
節から節の長さが 20 ㎝以上
の太い竹を用意し、外筒と柄
の部分に切る。外筒は 15cm
以上、
柄は 5 ㎝以上にします。

②

水で濡らしたティッシュペ
ーパーで紙の玉を作り外筒
の先端に詰めます。
外筒の柄側にも紙玉を詰め
たら準備完了

④

ハーブガーデンツアー／自家栽培苗の販売
ハーブを使ったスタンプバック作り体験 など
【ハーブフェスティバル 2022】は
ながくぼグリーンサポーターハーブ部会が
主催するイベントです

0

細い竹を用意し、柄の部分に
差し込み，外筒の長さより 1
㎝弱短く切り、柄の部分とシ
ャフトを接着剤で止めます。

シャフトで手前の紙玉を少し
押し込んで，一気に押すと、圧
縮された空気で紙玉が勢いよ
く飛び出します
※後から詰めた紙玉は次の
球になっていきます。

★注意★ 紙玉が勢いよく飛び出すので、人に
当たらないように気を付けて遊んでね。

緑化講習会
5/13（金）
草花の繁殖に挑戦！

講師：藤沢菊花会 会員

5/15（日）
初心者のためのさつき盆栽入門
～育て方と手入れ～

6/15（水）
初めてのハンギングバスケット作り

講師：神奈川県さつき会 会員

6/17（金）
ラベンダーの品種紹介とバンドルズ作り

7/30（土）
子どものためのクラフト広場
～木の実を使った掛け時計を作ろう～
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉

講師：長久保公園 宮城 香澄

講師：ＪＨＳハーブインスタ

7/29（金）
7/31（日）

セミの羽化観察会

池田 貴美子 氏ほか

講師：藤沢クマゼミ調査研究会

講師：神奈川県さつき会 会員

6/25（土）
アロマセラピー講座
～アロマボディパウダー作り～
講師：アロマセラピーインストラクター 藤田 英美子 氏

※第2回：11/3（木・祝）、第3回：11/23（水・祝）
講師：長久保公園みどりの相談員 六浦 勉

7/9（土）
初夏の草木染め教室

6/1（水）
※両日同内容です
6/4（土）
庭木の手入れ（初級編）～ウメの手入れ～

～キブシでシルクストールを染めてみよう～
講師：染色デザイナー 山田 美智子 氏

ラベンダーの品種紹介とバンドルズ作り

7/10（日）
菊の講習会

講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫

6/2（木）
花屋さんが教える初心者のための
フラワーアレンジメント

7/16（土）
芝生の生育期の手入れ

講師：ルッカ代表 斉藤 雄太 氏

講師：グリーンキーパー 伊従 史郎 氏

6/5（日）
ブルーベリー栽培を始めよう

7/17（日）
さつき盆栽講習会

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

講師：藤沢菊花会 会員

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お問い合わせください。】
5/21（土）～5/22（日）

みどりの展示会
場所

※両日同内容です

6/19（日）
初心者のためのさつき盆栽入門
～挿し芽による苗木の作り方～

※第2回:5/25、第3回:6/8 いずれも水曜日
（7月開催予定の写真展への作品出展あり）
講師：自然写真家 石井 孝親 氏

5/29（日）～【全3回】
親子でサツマイモを作ろう
～植えつけから収穫、
つるを使ったリース作り～

講師：染色デザイナー 山田 美智子 氏

6/12（日）
～定植の仕方・三枝の誘引～

講師：日本ガーデンデザイン専門学校 鴨下 文秀 氏

5/18（水）～【全3回講座】
幻想的に花を一眼デジタルカメラで
撮ってみよう！

7/22（金）
子どものためのクラフト広場
～藍でハンカチを染めてみよう～

講師：湘南盆栽会 会員

菊の講習会

みどりの相談所研修室
又は園内

場所

6/11（土）
盆栽講習会 ～季節の手入れ～

講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥

5/14（土）
マツの手入れ ～みどり摘み～

藤沢市在住の方
（一部講習会をのぞく）

対象

藍でハンカチを
染めてみよう！

木の実を使った
掛け時計

ハンギング
バスケット作り

さつき盆栽
講習会

6/24（金）～6/25（土）

さつき花季展

ハーブ＆香り展

（出展団体：湘南遊行さつき会）

（出展団体：長久保グリーンサポーターハーブ部会）

5/28（土）～5/29（日）

みどりの相談所
１階 展示ホール

山アジサイと苔玉展
（出展団体：酔蘭香房 庵）

4/28（木）～4/29（金・祝）

6/2（木）～6/9（木）

イワチドリと山野草葉芸展

カナダウインザー市の紹介パネル展

（出展団体：湘南いわちどり保存会）

（長久保公園自主展示）

5/3（火・祝）～5/5（木・祝）

6/11（土）～6/12（日）

ハーブのクラフト展示

ストローイングハーブ

7/6（水）～7/12（木）

盆栽展

雪割草・山野草葉芸展

長久保公園花の写真展

（出展団体：湘南盆栽会）

（出展団体：湘南雪割草保存会）

（出展団体：写真講習会参加者）

5/13（金）～5/15（日）

6/18（土）～6/19（日）

7/15（金）～7/24（日）

さつき花季展

ウチョウランと苔玉展

カワセミ写真展

（出展団体：神奈川県さつき会）

（出展団体：酔蘭香房 庵）

（出展団体：湘南カワセミクラブ）

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。
【詳細は長久保公園まで】

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。
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：5/7（土）～5/15（日）に来園で。
※5/9（月）は除きます
交付時期：6月下旬頃
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）。
春の植木市開催（植木･草花･園芸資材の販売）
開催期間：7/3（日）まで
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。

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

☆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の間はお
<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／その他みどりに関するイベントの企
画・開催など

長久保公園都市緑化植物園
ホームページ
https://www.nagakubo-kouen.jp/
↓お問合せはこちら
電話 ０４６６－３４－８４２２
FAX ０４６６－３６－６７００

ホームページの
QRコードはこちら

