
TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　TEL 0263-57-2211

　作業期間中は当該遊具をご利用いただくことができませんが、公園を安全・快適にご利用

いただくための大切な工事です。ご来園の皆様、また遠足などを計画されている学校関係者

の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。

ファミリースポーツゾーン

花のプロムナードゾーン

みどりの交流ゾーン

競技スポーツゾーン

ターミナルゾーン

野と花のゾーン みどりのプロムナードゾーン
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工事場所

　その 他、10km 周回コース

など園内各所で

・長寿命化

・バリアフリー化

の工事を順次行っています。

【ファミリースポーツゾーン】

大芝生広場の遊具

作業期間：
3 月 18 日（月）～ 4 月末日（予定）
※訂正：３月号 （vol.84） で作業期間を２月１８日～３月末日

とお伝えしましたが、 上記のとおり変更となりましたのでここ

で訂正いたします。

　　　　　　　　　　　写真はイメージです

【ターミナルゾーン】

大型木製遊具

作業期間：　2 月 28 日（木）～ 6 月末日（予定）

完成予想図

【ファミリースポーツゾーン】

「おもしろ自転車広場」北側

作業期間：3 月 28 日（木）～ 6 月 5 日（水）（予定）

■【競技スポーツゾーン】健康の森

の遊具を更新し、おもしろ自転車広

場北側に移転します。こども広場の

一部遊具も更新工事を行います。

　　

写真はイメージです　

　信州スカイパークでは、現在、遊具などの更新・移設工事を各所で行っています。工事場所及び期間は以下のとおり。

　（作業期間は天候等の影響により延長される場合がございます。何卒ご了承ください。）

【重要】遊具などの更新・移設工事をしています

　広大な信州スカイパークの中でも最も

長い、全長およそ 350m のサクラ並木

が見られるのが【花のプロムナードゾー

ン】。サイクリング＆ウォーキングコース

沿いに植えられた約 110 本のソメイヨシ

ノは枝が園路を覆うほどに生長している

ため、この時期は淡いピンクの花のトン

ネルができます。満開の時はもちろんですが、散り始めの花びらが舞う

中を歩くのも風情があって楽しいものです。また、滑走路を挟んで反対側

の【ファミリースポーツゾーン】から東山をバックに眺める満開のサクラ

並木もきれいです。

　園路を彩るサクラのトンネル

【花のプロムナードゾーン】
園路沿いのサクラ並木 信州まつもと空港
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　信州まつもと空港からほど近

い、やまびこドーム東側の道路沿

いに植えられた約 20 本のソメイ

ヨシノは、1993 年に開催された

「信州博」の会場建設時に現在の

場所に移植されてきたサクラです。

住宅街に面した静かで落ち着いた環境で 20 年余りにわたってスカイパー

クと周辺の移り変わりを見守り続けています。今では立派な大木に生長

したこのサクラは、花の時期には園内はもちろん道路を通りかかった人

たちの目をも楽しませてくれます。

　スカイパークの歴史を知るサクラ

【ターミナルゾーン】
やまびこドーム東側の
サクラ並木

信州まつもと空港

アルウィン
南管理棟

やまびこドーム

陸上競技場

寺家

空港入口

　信州スカイパークを東西に横

断し、信州まつもと空港の滑

走路の下をくぐる県道 115 号

線の南側にある「ピクニック広

場」。ここには、芝生の広場を

縁取るように約 80 本のソメイ

ヨシノが植えられています。こ

の季節は例年多くの方が訪れるこのピクニック広場。広々とした芝生の上

で満開の桜の木々を眺めつつお弁当を広げられる場所とあって、スカイ

パークの中でも人気のお花見スポットです。

　サクラに囲まれた広場で

　　　　　　お花見はいかが？

【競技スポーツゾーン】
ピクニック広場

信州まつもと空港

アルウィン
南管理棟

やまびこドーム

陸上競技場

寺家

空港入口

　日本で最もポピュラーなサク

ラといえば「ソメイヨシノ」で

すが、スカイパークのサクラは

ソメイヨシノだけではありませ

ん。園内のあちこちに、オオ

ヤマザクラ、サトザクラなど、

約 10 種類のサクラが植えられ

ています。中でも【競技スポーツゾーン】のマレットゴルフコース沿いに

あるシダレザクラは樹高が高く、淡い色の花を無数に付けた枝が地面近

くまで垂れ下がり風に揺れる様子は何とも言えない趣があります。またエ

ドヒガンザクラやマメザクラ、数は少ないですがカスミザクラなども園内

で見ることができます。ご来園の際は、ぜひ探してみてください。

　ソメイヨシノだけじゃない！

　　　　スカイパークのサクラ

【競技スポーツゾーン】
シダレザクラ　他

信州まつもと空港

アルウィン
南管理棟

やまびこドーム

陸上競技場

寺家

空港入口

月イチ特集

いよいよ春本番。県内各地のサクラの名所も見頃を迎え、大勢の花見客で賑わいます。ここ信州スカイパークにも園内の

至る所にサクラの木が植えられており、毎年この時期、公園を利用する人達の目を楽しませています。お花見に、散策に、ま

たスポーツに、サクラ咲く信州スカイパークをどうぞお楽しみください。

春本番! スカイパークのサクラを堪能

shinshu-skypark.net
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　新年度の始まりはサクラサク時期。今年は例年より開花時期が早くなる見込みです。スカイパークも昨年より

見頃の時期も早まりそうです。楽しみにしてください。

　信州スカイパーク内にはいくつか「さくら」の名所があります。【ターミナルゾーン】には東の道路沿いに約

20 本の『ソメイヨシノ』が立ち並び、【ピクニック広場】には広場を囲むように約 80 本の『ソメイヨシノ』が

広場に華を添えます。【競技スポーツゾーン】の『シダレザクラ』はどれも大きく育っており、開花時にはとて

も見応えがあります。

　それからスカイパークの桜と言えば、なんと言っても【花のプロムナードゾーン】

の桜並木ではないでしょうか。100 本以上ある『ソメイヨシノ』が 350m にわ

たり園路に「さくら」のアーチを掛けます。満開時にはそれは見事な景色となります。

　４月は「さくら」のとき。是非信州スカイパークで素晴らしい「さくら」を

ご満喫下さい。

さくらのとき

SKYPARK News
　2 月 23 日（土）、アルウィンで『遊んで学んでスカイパーク』が開催されました。このイベントは、「遊び」

と「学び」をテーマに、子どもから大人まで、また親子で気軽に参加して楽しんで頂こうと、毎年アルウィ

ンで行われています。今年は、アルウィン内を見学するスタジアムツアー

など人気の企画の他、保育園～小学生向けの絵画教室や、自転車に乗

れない子どもを対象にした自転車教室など新しい企画も登場し、参加

者も昨年を上回る 700 名余りと大盛況でした。他にもショベルカーの

試乗体験やスポーツ吹き矢教室など、普段はなかなかできない体験が

できるとあって、多くの家族連れで賑わっていました。

　こちらも多くの方にご参加いただいている「春のランニングフェス

ティバル」、通称“春ラン”。2 回目となる今年は 3 月 16 日（土）に

陸上競技場ほかスカイパーク全域を会場に開催され、約 1,500 名もの

方が参加しました。今回は 2km・10km の他、新たにハーフマラソン

（21.0975km）の種目が加わりました。当日は天候にも恵まれ、子ど

もから大人まで幅広い年齢層のランナーが、早春の青空のもと、思い

思いのペースでランニングを楽しんでいました。

　楽しい企画盛りだくさん『遊んで学んでスカイパーク』 開催

　早春のスカイパークを走る !『春のランニングフェスティバル』 開催

自転車に乗れない子のための自転車教室 （左）
絵画教室 （上）

13：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 8 節
松本山雅 FC vs FC 岐阜

14（日）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

北信越フットボールリーグ アルティスタ東御 vs FC 北陸
    FC 上田ジェンシャン vs 0́9 経大 FC

28（日） 北信越社会人サッカー連盟

15：30 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 10 節
松本山雅 FC vs 東京ヴェルディ

21（日）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

アルウィン

全国社会人サッカー大会長野県大会7（日） 長野県サッカー協会

高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2013　プリンスリーグ北信越13（土）・20（土） 北信越サッカー協会

芝生グラウンド

長野県市町村対抗駅伝競走大会29（月・祝）
長野陸上競技協会・

SBC 信越放送・信濃毎日新聞社

長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会29（月・祝）
長野陸上競技協会・

SBC 信越放送・信濃毎日新聞社

国体アーチェリー競技第 1 回長野県予選会兼長野県４月競射会21（日） 長野県アーチェリー協会

長野県陸上競技春季大会26（金）・27（土） 長野陸上競技協会

陸上競技場

長野県小学生剣道強化錬成会6（土） 長野県剣道連盟

長野県レディースバドミントン選手権7（日） 長野県バドミントン協会

中信強化リーグ大会13（土） 長野県ハンドボール協会

リバティーカップ ソフトバレーボール大会14（日） リバティークラブ

国体卓球競技中信予選会20（土） 中信高等学校体育連盟

松本ソフトバレーボール　メンズ・レディース大会21（日） 松本ソフトバレーボール連盟

剣道四・五段審査会21（日） 長野県剣道連盟

長野県中学生春季バドミントン選手権大会28（日）・29（月・祝） 長野県バドミントン協会

国体剣道競技成年女子長野県二次予選会・
全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会長野県大会

27（土） 長野県剣道連盟

体育館

長野県中学校交流テニス大会6（土）・7（日） 長野県テニス協会

長野県春季高校テニス大会13（土）・14（日） 長野県テニス協会

長野県春季ジュニアテニス大会20（土）・21（日）・27（土）・28（日） 長野県テニス協会

庭球場

エクステリア・リフォームフェア in NAGANO 2013
両日 10：00 ～17：00

13（土）・14（日）
エクステリア・リフォームフェア

2013 実行委員会

やまびこドーム

※ 下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。

大会・イベント名日　付 主　催

4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
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