
　日本オリンピアンズ協会が

主催するこの事業は、オリン

ピアン（オリンピック出場選

手）を講師に招き、子どもた

ちを対象にスポーツ教室を行

うものです。スカイパークで

は、これまでにバドミントン、

ソフトボール、卓球などの教室が開かれています。

　今回の講師は、アトランタオリンピックにバスケットボール

日本代表として出場した 参河紀久子（みかわきくこ）さんと

岩屋睦子（いわやちかこ）さんのお二方を予定しています。

―オリンピック選手が本格指導―

オリンピアンふれあい交流事業バスケットボール教室
　開催日：1 月 19 日（土）　　会　場：体育館

　剪定作業の際に出た枝を室内で温度管理して咲かせ、ひと足

早い春を楽しんで頂こうと毎年行っているこのイベントは、今年

でもう７回目となります。レンギョウ、ウメ、コブシ、ヒュウガ

ミズキなど数種類ずつセット

にした春の花はお客様にもた

いへん好評で、毎回長い行列

ができます。　

―ひと足早い春をお届け―

早春のかほりお届けします ～花木の無料配布～

開催日：2 月 16 日（土）・17 日（日）　
会　場：ファミリースポーツゾーン・南管理棟　

　冬のスカイパークを楽しんでもらおうと、例年アルウィンで開

催している、子どもから大人まで「遊んで」「学べる」内容盛り

だくさんの楽しいイベント。

　昨年はゲートフラッグづくりやクラフトなどの工作教室、卓球

やミニミニサッカー等のゲームの他、普段はなかなか入れないア

ルウィンをご案内するスタジアムツアーを行うなど、毎回バラエ

ティに富んだ楽しい企画をたくさんご用意しています。

　詳しい内容等については、決まり次第スカイパークのホーム

ページ等でお知らせする予

定ですので、どうぞお楽し

みに !

※写真（左）は 2010 年度

に行ったそば打ち体験教室の

様子。

―冬のスカイパークで楽しく “遊んで学ぶ” ―

遊んで学んでスカイパーク
　開催日：2 月 23 日（土）（予定）
　会　場：アルウィン（予定）

　昨年、スカイパークの周回

コース（サイクリング＆ウォー

キングコース）を９ km から

10km に延長したのを記念

して開催された好評のランニ

ングイベントを今年も開催し

ます !   種目はハーフ[21.0975km]（高校生以上）、10km（中

学生以上）のそれぞれ男女と、2km の小学生以上男女及びファ

ミリー（小学生以下とその家族）の計７種目で、参加者全員に

記念品が贈られる他、完走された方には完走証が発行されます。

　エントリー方法など詳細は、TOY BOX 信州スカイパークサー

ビスセンター TEL 0263-57-2211 までお問い合わせいただ

くか、「春ラン」公式サイトをご覧ください。

　　URL　http://www.harurun-skypark.jp/

―早春のスカイパークを走ろう! ―

春のランニングフェスティバル 2013
 in 信州スカイパーク

開催日：3 月 16 日（土）　
会　場：陸上競技場及びサイクリング＆ウォーキングコース　

月イチ特集

2013年がスタートしました。暦の上ではもうすぐ春ですが、長い信州の冬はこれからが本番。寒さも一段と厳しくなり、春が

待ち遠しい今日この頃ですが、年中無休の信州スカイパークには、この時期も元気な人たちが集まります。

わたしたちTOY BOXでは、今年の冬も様々なイベントを開催します。スポーツや散策はもちろんですが、この時期ならではの

いろんなイベントに参加して、冬のスカイパークを思い切り楽しんでみてはいかがでしょうか。

冬のスカイパークを楽しむ　　　　
　　　　　　　―1～3月のTOY BOXイベント案内―

　あけましておめでとうございます

　　本年も信州スカイパークをよろしくお願いいたします。

TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター
スタッフ一同

信州スカイパークは元旦から営業しています

　信州スカイパークは年中無休。園内の各施設も休まず営業しております。（南管理棟を除く）

　やまびこドーム・庭球場（屋外）・体育館・陸上競技場など体育施設、また会議室（アルウィン・やまびこドーム）は年末年始

もご利用いただけます。

　各施設の空き状況等のお問い合わせ及びご予約は、

　TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　TEL 0263-57-2211
にて承ります。

　お正月休みもスカイパークで元気いっぱい体を動かしてみませんか ?

※南管理棟・サイクルセンターの営業につきましては裏面をご覧ください。
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　あけましておめでとうございます。

　2012 年も様々なニュースがあり、昨年末には政権交代という大きな出来事がありましたが、今年は明るいニュースが多い

一年となればと思います。

　今年明るくなりそうな出来事で言えば、３月に第３回ワールドベースボールクラシック（WBC）が開催予定です。日本代

表の３連覇に期待がかかっていますので、今からとても楽しみです。

　そして信州スカイパークではアルウィンで今年も J2 松本山雅 FC のリーグ戦が開催される予定です。昨シーズンは１試合

平均で 10,000 人に近いサポーターの皆様のご来場がありました。今シーズン、松本山雅 FC の昨年以上の活躍が期待され

ますので、昨年以上のご来場が見込まれています。私達スタッフ一同、昨年にも増して、

より綺麗な芝生、より安全で清潔なスタジアムを目指して本年も頑張っていく所存でおり

ます。2013 年も沢山のサポーターの方に足をお運びいただければと思います。

　また今年も園内各所で沢山のイベントが予定されています。スタッフ一同、安心・安全

を心掛け、大勢の皆様のご来園をお待ちしております。

本年もよろしくお願い致します。

2013 年、始まります

SKYPARK News

　スカイパークの花や植物の手入れなどを行う花のボランティア「花守の会」は、12 月 15 日（土）アルウィンにて今年度最後の活動を行

いました。今回は毎年恒例となった正月飾りの講習会を開催、「花守の会」会員でもある津山さんを

講師に迎え、17 人の参加者が稲わらを編んでつくる伝統的な正月飾りづくりを体験しました。何度

か参加されている会員の方は、慣れた手つきで器用にわらを編んでいました。

　今年度も「花守の会」の皆さんには、野と花のゾーンのヒマワリ・コスモス・ポピー等の種まき、

手入れから園内各所の植込みの刈り込み、花のプロムナードゾーン・バラ園のバラの世話など、全

15 回の活動を通して様々な作業を行っていただきました。本当にありがとうございました。

　来年度も「花守の会」の皆さんとともに花いっぱいの美しい公園づくりを目指していきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　12 月中旬より、アルウィンで恒例のイルミネーション点灯が

始まりました。

　スタンド北側の道路（環状高家線）沿いに、サッカーボール

を冠する巨大なツリーに加え、今年も松本警察署と松本広域消

防局にご協力いただき「飲酒運転根絶」「火の用心」のメッセー

ジを設置しました。　

　このイルミネーションは１月下旬頃まで設置予定で、期間中の

毎日17：00 ～ 22：00 まで点灯しています。

　アルウィンで恒例のイルミネーション始まる

　2012 年度「花守の会」活動終了 

【ファミリースポーツゾーン】南管理棟・サイクルセンターの営業について

園内トイレと水飲み場 冬季閉鎖のお知らせ

　ファミリースポーツゾーン・南管理棟は、12 月 25 日（火）～ 2 月 28 日（木）の間、土・日・祝日のみの営業となります。

　（12 月 29 日 ～ 1 月 1 日は年末年始休業）

　パターゴルフ場につきましては、現在改修工事のためご利用いただけませんのでご了承ください。（～２月末）

　また、冬期営業に伴いサイクルセンターの営業時間が以下のとおり変更となっていますのでご注意ください。

　　●レンタサイクルの受付 8：30 ～ 16：00　→　8：30 ～ 15：30
　　●おもしろ自転車の受付 8：30 ～ 16：30　→　8：30 ～ 16：00
　　●返却・終了時間  17：00　→　16：30

　スカイパーク内の下記６か所のトイレ及びすべての水飲み場につきましては、凍結防止のため冬期はご利用いただけません。

来園者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

●冬期閉鎖中のトイレ（× 印）
　①競技スポーツゾーン　  5 号トイレ
　②競技スポーツゾーン　  6 号トイレ
　③野と花のゾーン　　　10 号トイレ
　④ターミナルゾーン　　12 号トイレ
　⑤ターミナルゾーン　　15 号トイレ
　⑥みどりの交流ゾーン　19 号トイレ
※上記以外は通年利用可能です。 お問い合わせ：TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　TEL 0263-57-2211
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信州まつもと空港信州まつもと空港
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TOY BOX
陸上競技場事務所

TOY BOX
南管理棟事務所
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やまびこドーム

事務所

※コースは一部整備中です。

サイクリング・
ウォーキングコース（10km）

ハーフコース（4.5km）

長野県卓球連盟杯卓球選手権大会27（日） 長野県卓球連盟

長野県団体対抗バドミントン選手権大会（ジュニア）26（土） 長野県バドミントン協会

長野県少年フットサル大会 中・南信地区予選12（土）・14（月・祝） 長野県フットサル連盟

クラブユースフットサル大会5（土）・6（日） 長野県フットサル連盟

体育館

2013 新春グラウンドゴルフ大会5（土） 長野県グラウンドゴルフ協会

長野県室内テニス選手権19（土） 長野県テニス協会

全国小学生ソフトテニス大会壮行試合20（日） 松本市ソフトテニス協会

やまびこドーム

大会・イベント名日　付 主　催

※ 上記内容は主催者の都合により変更になることがございますのでご了承ください。

1月 イベントインフォメーション

【発行】　　長野県松本平広域公園指定管理者

TOY BOX　信州スカイパークサービスセンター

〒３９０-１２４３　長野県松本市神林５３００　松本平広域公園総合球技場 （アルウィン） 内

TEL ： ０２６３-５７-２２１１   FAX ： ０２６３-５７-０４４４

http://shinshu-skypark.net　　e-mail ： info@shinshu-skypark.net
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