長久保公園都市緑化植物園季刊誌
２０２２夏(７/８/９月）号
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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
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5 月 26 日
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6 月 15 日

6 月 23 日

夏休み子ども職業体験
～自動販売機のお仕事とペットボトルを使った植物栽培～

８月５日（金）

①

③

②

①午前１０時～ ②午後１時３０分～
事前申し込み制です。
※詳しくは、長久保公園ホームページをご覧ください。

節から節の長さ
が 11 ㎝、
幅2㎝
と幅 0.5 ㎝の竹
を用意する。

④

⑤

反対側の面も③
と同様にプロペ
0
ラを作る要領で
削る。

毎年好評いただいております、木の実や
小枝などの自然素材を使ったクラフトづ
くりが無料で体験できます。
事前の申込み等も不要ですのでお気軽
にご参加ください！

幅 2 ㎝の竹の両
側にペンで×を
記入する。棒を通
す直径 2 ㎜の穴
をあける。

切り出しナイフ
でプロペラを作
る要領で削る。

⑥

②で開けた穴に
細い棒が入るよ
うに調整しなが
らナイフで削っ
ていく。

棒を取り付け
たら完成。

★注意★ 刃物を使う際は、手袋をしましょう。
周りに人がいないか確かめてから、
気を付けて遊んで下さい。

緑化講習会
７/１７（日）
さつき盆栽講習会（食害性害虫の被害と対策）
講師：神奈川県さつき会 会員
７/２２（金）
子どものためのクラフト広場（藍染）
講師：染色デザイナー 山田 美智子 氏

７/２９（金）、７/３１（日）
セミの羽化観察会
講師：藤沢クマゼミ調査研究会
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

７/３１（日）
観葉植物栽培入門
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
８/７（日）
菊の講習会
定植後の管理、夏の暑さ対策、開花調整の仕方
講師：藤沢菊花会 会員

８/１３（土）
初心者のための家庭菜園入門
１年中あると便利な野菜
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本

藤沢市在住の方
（一部講習会をのぞく）

対象

８/２３（火）
音楽になった植物たち
おりおりの花、おりおりの歌 夏秋編
講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
８/２４（水）
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
講師：長久保公園みどりの相談員

六浦 勉

８/２５（木）
果樹農家が教えるブドウ栽培
講師：果樹農家 関根 銀蔵 氏
８/２６、１０/７（いずれも金）
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（全２回講座）
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
８/２７（土）
バラの秋剪定と育て方
講師：樹木医 川島 一平 氏
９/４（日）
初心者のための秋植え球根栽培
講師：長久保公園みどりの相談員 坂本 立弥
９/１０（土）

みどりの相談所研修室
又は園内

場所

９/１５（木）、９/１７（土）※どちらも同内容
庭木の手入れ 初級編 常緑樹
講師：長久保公園みどりの相談員 廣田 邦夫
９/１８（日）
さつき盆栽講習会
盆栽樹形の要素
講師：神奈川県さつき会 会員
９/２７（火）
子ども見守りサービス付き
ハロウィンクラフト講習会

講師：角本

観葉植物栽培入門

久美

氏

セミの羽化観察会

盆栽講習会（季節の手入れ）
立弥

８/２１（日）
子どものための夏休みクラフト広場
竹馬作りに挑戦！
講師：藤沢グリーンスタッフの会 会員

講師：湘南盆栽会 会員
９/１０、９/２４、１０/８、１０/２２
１１/５、１１/１９（いずれも土）
洋風ガーデンを造ろう（全６回講座）
講師：長久保公園みどりの相談員

廣田

パンジーの種まき

邦夫

農家が教える
ブドウ栽培

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。】

みどりの展示会
場所

７/２８（木）～８/７（日）

９/24（土）～１０/2（日）

植物バイオテクノロジーのパネル展

ボタニカルアート作品展

（長久保公園自主展示）

（出展団体：ブルーメ長久保）

７/２８（木）～８/７（日）

みどりの相談所
１階 展示ホール

病害虫のミニ展示
（長久保公園自主展示）

7/6（水）～7/12（木）

８/１３（土）～８/２８（日）

長久保公園花の写真展

藤沢の帰化植物写真展

（出展団体：写真講習会参加者）

（長久保公園自主展示）

7/15（金）～7/24（日）

９/３（土）～９/８（木）

カワセミ写真展

長久保公園の植物紹介パネル展

（出展団体：湘南カワセミクラブ）

（長久保公園自主展示）

７/1５（金）～７/２４（日）

９/１０（土）～９/１７（土）

ナショナルトラストパネル展

秋のおしば美術展

（長久保公園自主展示）

（出展団体：湘南おしば会）

植物紹介パネル展

ナショナルトラストパネル展

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。
【その他の詳細は長久保公園までお問い合わせください。】

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。

長久保公園都市緑化植物園の
ご利用案内
<交通のご案内>

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。

☆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

秋の植木市（植木、草花、園芸資材の販売）
期間：９月１７日（土）から１２月４日（日）まで
定休日：毎週月曜日及び祝日の翌日
※雨天（荒天）の場合は中止になることがあります。開
催の有無については長久保公園までお問い合わせください。

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。交付には条件がありますので、
詳細につきましては長久保公園までお問い合わせく
ださい。
受付：９月２日（金）から９月１６日（金）まで
（月曜日を除く）
交付時期：１０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）。

☆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
休みです）。各月の休館日はホームページをご確認ください。
<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

