
場　所： 　【競技スポーツゾーン】こども広場 他

営業日： 　4 月～未定 ／ 土・日・祝日（予定）

営業時間：10：00 ～15：00

GW の営業予定：
 4/27（土）～29（月・祝）、
 5/3（金・祝）～ 5（日・祝）

おすすめメニュー：
 ●ケバブ　500 円
 「３種類のソースからお選びいただけます」

 ◎アイスクリーム、かき氷も販売します！

鹿島槍ケバブ
“スキー場で話題のケバブをスカイパークでも”

冬 話題の鹿島槍ケバブがグリーンシーズンにも登場!! 

スカイパークで、土・日・祝日の限定販売です。

※車は写真と異なる場合があります。

場　所： 　【競技スポーツゾーン】こども広場 他

営業日： 　バンビクレープ HP でご確認ください。
 　http://www.bambibus.com

営業時間：11：00 ～17：00

GW の営業予定：
 4/27（土）～29（月・祝）のみ

おすすめメニュー：
 ●アイスバナナチョコクリーム　500 円　　「人気のバナナチョコにアイスが乗った

　 豪華なクレープ。ボリュームたっぷり!」

 ●キャラメルナッツクリーム　430 円
 「ナッツとキャラメルの相性バツグン! 

 男性にもオススメのメニューです。」

バンビクレープ
　ワーゲンバスにかわいらしいバンビのイラストが目印の、信州蓼科生まれのクレープ屋さん。

“寒天を生地に練り込んだ新食感のクレープ”

諏訪地方特産の寒天を生地に練り込んだ、

しっとりフワフワの生地をぜひお試しくだ

さい!

今後、出店予定のお店

・陽だまりパン工房 きな穂【パン、かき氷、ドリンク等】

・松本マフィン【マフィン、焼き菓子、コーヒー等】

・ジェラート Hatch（ハッチ）【ジェラート】

※6月以降、ターミナルゾーン他で順次営業予定

場　所： 　【ファミリースポーツゾーン】南管理棟

営業日： 　3 月 30 日～11 月上旬の
 　土・日・祝日（雨天休業）

営業時間：11：00 ～16：30

GW の営業予定：
 4/27（土）～29（月・祝）、
 5/3（金・祝）～ 6（月・替）

おすすめメニュー：
 ●山賊バーガー　450 円「松本発、ご当地バーガーです。」

 ●ソフトクリーム 300 円「大好評 ! 生乳ソフトクリームです。」

Soraya
　今やスカイパークではすっか

りおなじみとなった南管理棟の

売店「Soraya（そらや）」。

　定番の山賊バーガーをはじ

め、ソフトクリームやかき氷、

コーヒーなど、素材にこだわっ

たメニューが人気のお店です。

“スカイパークといえばここ! 名物「山賊バーガー」が味わえるお店”

山賊バーガーの他、地元の天然水を使ったかき氷、コーヒー、山形村の

ごぼうを使ったごぼうチップスなどを揃え皆様をお待ちしています。

Soraya 自慢の味、

山賊バーガー （左）

とソフトクリーム （上）

　カフェジョイフル以外にも、土・日・祝日には園内各所で売店・移動販売車が営業中。

　素材や味にこだわったメニューが自慢のお店をご紹介します。

　※営業日・時間は天候等により変更になる場合がございます。何卒ご了承ください。

   休日のスカイパークにはいろんな売店が登場！

場　所： 　【競技スポーツゾーン】陸上競技場１F

営業日： 　2013 年 4 月 24 日（水）より本格営業開始。
 　※月・火曜休（祝日の場合は営業）

営業時間：10：00 ～16：00

GW の営業予定：
 4/27（土）～29（月・祝）、
 5/1（水）～ 6（月・替）

おすすめメニュー：
 ●カレーライス　　　650 円
 ●気まぐれランチ※　600 円
  ※平日のみ。数量限定

その他： 　店内への持ち込み可
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陸上競技場

補助競技場

球技場

こども広場

信 州 ま つ も と 空 港 ・ 滑 走 路

ピクニック

広場

相撲場

健康の森

体育館

庭球場

陸上競技場入口

今井北耕地

　メニューはお食事系のほか軽食（たこ焼き・

デザート等）、ドリンク各種ご用意してお待ち

しております。スカイパークに来られた際には

ぜひご利用ください。

ここ！

　総面積141.6ヘクタール、

東京ドーム約 30 個分の広

大な敷地の中に、アルウィ

ンをはじめ陸上競技場・や

まびこドーム、また芝生の

広場や遊具などさまざまな

施設を有する信州スカイ

パークですが、意外にもレ

ストランなどの常設の飲食店は園内に 1 件もありませんでした。利用者の

皆様からも「レストランなど食事ができる施設がほしい」というご要望が

たくさんあり、この４月、陸上競技場 1F に待望の常設カフェ「CAFE 

JOYFUL（カフェジョイフル）」がオープンしました。

　この「カフェジョイフル」を運営するのは、不登校・引きこもり等の若

者や家族のサポート事業を行っている塩尻市の NPO 法人ジョイフル。

　カフェジョイフルは、様々な理由から社会で働くことに対する不安を抱

える若者たちが社会に出て

いくためのトレーニングの場

として、今年の３月まで塩

尻市内で営業していました。

私たち TOY BOX との事業

提携に伴い、スカイパーク

内に移転オープンしました。

　今回の移転にあたり、以

前から老朽化が進んでいた陸上競技場の

食堂を改装、外にはバリアフリーに配慮

したウッドデッキを作るなど温かく落ち

着いた空間を作り上げました。

　公園をご利用の際のお食事はもちろ

ん、仕事のランチや休憩などにも是非お

立ち寄りください !

※食堂及びテラスは共有スペースですので

お気軽にご利用ください。

CAFE JOYFUL（カフェジョイフル）

カフェジョイフルとは？

この横断幕が目印です !

 スカイパークに待望の常設カフェがOPEN!

月イチ特集

ス カイパークで“食べる” !　　　　
　　　　　　― 園内カフェ＆売店ガイド2013 ―
新緑の5月。気候も暖かくなり晴天の多いこの時期は、外で過ごすには最適です。スカイパークで思いきり遊んだ後は…

お腹が空きますよね?!　そんな皆様のために、今月は、園内に今年初お目見えしたカフェや、休日限定で出店している売店

など、スカイパークの食べ物屋さんをご紹介します。

今年はスポーツ・レジャー・散策はもちろん、お食事もぜひスカイパークで！

shinshu-skypark.net
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　ゴールデンウィークがやってきました。現在、長寿命化・バリアフリー化などの工事が続いており、園内の遊

具などが使用できない箇所（ターミナルゾーン：大型木製遊具、ファミリースポーツゾーン：遊具一部）があります。

ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解・ご協力をお願い致します。なお、競技スポーツゾーン：こども広場、ター

ミナルゾーン：展望台付近にも遊具がありますので、こちらもご利用いただければと思います。７月頃には全て

の遊具がお披露目出来ると思いますので、楽しみにして下さい。

　スカイパークには遊具の他にも見所が沢山あります。樹木達は花や葉を色付かせ、いよいよ公園内の風景を

華やかにさせます。また空港に隣接していますので FDA 飛行機の

離発着が間近でご覧頂けます。公園内の風景に映える、いろとりど

りの飛行機は本当に毎日見ていて飽きません。

　併せて園内は公道に出ることなく 10 ㎞の周回が可能です。ラン

ニングや散歩をしながら、（南管理棟では自転車の貸出も行っており

ますので、自転車でも）是非気持ちの良いこの信州スカイパークを

体感してみて下さい。

まだまだ見所いっぱい

SKYPARK News
　例年より早いサクラの開花で始まった本年度のスカイパーク。園内各所に植え

られたソメイヨシノをはじめとするサクラは、連日の温かい陽気に誘われ、例年

より１週間以上早い４月中旬頃には軒並み満開を迎えました。初夏のような暖か

い日が続いたかと思えば、突然冬に逆戻りしたような寒さに見舞われ、雪が降

ることも。アルウィンで J リーグ松本山雅 FC vs 東京ヴェルディの試合が予定

されていた 21日（日）は、前夜から降り続いた雪のため、試合が順延となるなど、

スカイパークもこのところの不安定な気象の影響を受けています。

　スカイパーク内の花の植え付け・育成や植え込み・樹木の手入れなどを行っているボランティア「花守の会」が

2013 年度の活動を開始しました。4月 20 日（土）、本年度の発足会が、ファミリースポーツゾーン・南管理棟で行われ、

約 25 名の方が参加しました。この日は併せて【野と花のゾーン】でマツバギクの手入れや除草作業を行いました。

　『花守の会』では、園内の花木の手入れ等のボランティア活動にご参加いただける方を随時募集しております。

　お申し込み・お問い合わせは
　　TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　　TEL 0263－57－2211

　異常気象 ?! 寒暖の差激しかった 4 月のスカイパーク

　2013 年度『花守の会』活動スタート

上 ： 4 月 21 日 （日） のアルウィン。

左 ： ピクニック広場のサクラ （4/16 撮影）

5月の
花守の会

スケジュール

花守の会はどなたでも

ご参加いただけます！

お問い合わせは…

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

18 日（土）9：00 ～ 11：00

　活動内容：南管理棟周辺の刈込

　集合場所：

　　ファミリースポーツゾーン・南管理棟

　　（4 号駐車場）

※天候等により予定が変更になる場合もございます。

13：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 12 節
松本山雅 FC vs ザスパクサツ群馬

3（金・祝）
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 1 部
アルティスタ東御 vs JAPAN サッカーカレッジ

19（日） 北信越社会人サッカー連盟

13：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 14 節
松本山雅 FC vs ギラヴァンツ北九州

12（日）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

13：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 16 節
松本山雅 FC vs カターレ富山

26（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

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

芝生グラウンド

松本市市民体育大会春季大会　陸上競技3（金・祝） （財）松本体育協会

中信高等学校総合体育大会　陸上競技大会10（金）～12（日） 中信高等学校体育連盟

安曇野市小・中学生陸上競技大会19（日） 安曇野陸上競技協会

長野県高等学校陸上競技対校選手権大会24（金）～26（日） 長野県高等学校体育連盟

陸上競技場

長野県ソフトバレーボール県フェスティバル地区予選3（金・祝） 松本ソフトバレーボール連盟

全国空手道選手権長野大会5（日・祝） 日本空手協会塩尻支部

中信高等学校総合体育大会　バドミントン競技10（金）～12（日） 中信高等学校体育連盟

フットサルリーグ戦26（日） 中信フットサルリーグ

体育館

全国選抜高校春季テニス長野県大会3（金・祝）・4（土・祝） 長野県テニス協会

全日本ジュニアテニス選手権長野県予選5（日・祝） 長野県テニス協会

全国小学生テニス選手権長野県予選6（月・替） 長野県テニス協会

全国中学生テニス選手権長野県予選11（土）・12（日）・18（土） 長野県テニス協会

長野県塩尻テニス大会19（日） 長野県テニス協会

全国実業団テニス大会長野県大会26（日）・27（月） 長野県テニス協会

庭球場

※ 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

5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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