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信州まつもと空港信州まつもと空港
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※コースは一部整備中です。
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　信州スカイパークで６月に見頃を迎える花として忘れてはならないのが

『花の女王』とも言われるバラです。

　【花のプロムナードゾーン】には、信州まつもと空港の滑走路を望むバラ

園を中心に２２種類、約 2,600 株余りのバラが植えられており、例年のこ

の時期、相次いで花を咲かせます。これらのバラはほとんどが四季咲きの

品種で、花がらを摘むなど丹念に世話をすることで秋頃までに何度か繰り

返し花を咲かせてくれますが、

何といっても一番美しいのは

この季節です。

　色も形もさまざまな花とほ

のかな香りは、私たちをちょっ

ぴり優雅な気持ちにさせてく

れます。スカイパークのバラ

を是非お楽しみください。

　６月がおすすめ！ スカイパークのバラ園

　枝先に直径２㎝ほどの小さな花をた

くさんつけます。花の形が傘を広げた

ように見えることから、別名ハナガサ

シャクナゲとも呼ばれます。金平糖の

ようなつぼみもかわいらしいです。

① カルミア  Kalmia　ツツジ科カルミア属（常緑低木）

開花時期：6 月
【野と花のゾーン】園路沿いのベンチ
付近〔最寄駐車場：5 号駐車場〕

　幹がつるつると滑らかなことから「猿

でも滑りそう」だとこの名がついた、中

国原産の木。夏に咲く花は赤・ピンク・

白などがあります。

④ サルスベリ  百日紅　ミソハギ科サルスベリ属（落葉高木）

開花時期：8 ～10 月
【花のプロムナードゾーン】他
〔最寄駐車場：7 号駐車場〕

　梅雨の時期を代表するおなじみの花。

一斉に咲き揃った様子は見ごたえあり。

⑥ アジサイ  紫陽花　アジサイ科アジサイ属（落葉低木）

開花時期：6 ～7月
【ターミナルゾーン】滝流れ付近
〔最寄駐車場：8・10 号駐車場〕、
【野と花のゾーン】信州花の広場
〔最寄駐車場：5 号駐車場〕

　すらりと伸びた葉に紫や青・白など

の豪華な花が美しい、こちらもこの時

期を代表する花。ちなみに、端午の

節句の菖蒲湯に使われる「ショウブ」

は全く違う植物です。

⑩ ハナショウブ  花菖蒲　アヤメ科アヤメ属（多年草）

開花時期：6 月
【ターミナルゾーン】修景池近く
〔最寄駐車場：8・10 号駐車場〕

　まっすぐ伸びた幹と特徴的な葉が印

象的な背の高い木。この時期、黄色と

オレンジのチューリップのような形の

花を咲かせます。

⑬ ユリノキ  百合の木　モクレン科ユリノキ属（落葉高木）

開花時期：6 月
【ターミナルゾーン】やまびこドーム
東側の園路沿い

〔最寄駐車場：8・9 号駐車場〕

　枝の先に５枚の花びらと長いおしべ

が目立つくすんだピンクの小さな花を

たくさんつける、日本～東アジア原産

の花。民家でも庭木や鉢植えなどをよ

く見かけます。

⑫ シモツケ  下野　バラ科シモツケ属（落葉低木）

開花時期：6 ～10 月
【みどりのプロムナードゾーン】
〔最寄駐車場：11号駐車場〕

　緑がかった白い花がきれいな木。4

枚の花びらのように見えるのは「総苞

弁」と呼ばれるものです。ハナミズキ

ととてもよく似ていますが、秋になる

実は形などが全く異なります。

⑪ ヤマボウシ  山法師、山帽子　ミズキ科ミズキ属（落葉高木）

開花時期：6 月
【みどりの交流ゾーン】アルウィン周
辺〔最寄駐車場：14 駐車場〕　他

　花が終わっ

た後の花がら

がまるで煙の

よう に 見 え

る、ちょっと

変わった珍し

い木です。別

名：白熊の木

（はぐまのき）

といいます。

何だかかわい

いですね。

⑤ ケムリノキ  煙の木
　ウルシ科ハグマノキ属（落葉低木）

開花時期：6 ～7月
【ターミナルゾーン】トランジット広場
〔最寄駐車場：8 号駐車場〕

　すらりとした樹形と白い花が美しい

木です。別名：シャラノキ（沙羅の木）。

② ナツツバキ  夏椿
　ツバキ科ナツツバキ属（落葉高木）

 開花時期：6 月
 【野と花のゾーン】流れ付近
 〔最寄駐車場：6 号駐車場〕

　菊に似たピンクのきれいな花が地面

を覆うように咲きます。

③ マツバギク  松葉菊
　ツルナ（ハマミズナ）科マツバギク属
　（多年草）

 開花時期：6 ～ 8 月
 【野と花のゾーン】ワイルドフラワー園
 〔最寄駐車場：6 号駐車場〕

　最盛期には鮮やかなピンクの

花をたくさんつけ、アルウィン

を彩ります。

※今年は見頃がほぼ終わっています。

⑦ サツキツツジ  皐月躑躅　ツツジ科ツツジ属（常緑低木）

開花時期：6 月
【みどりの交流ゾーン】
アルウィン南側

〔最寄駐車場：14 号駐車場〕

　ふわふわとした房状の花は白

～ピンクのグラデーションがき

れいで目をひきます。夜になる

と葉を閉じて眠るように見える

ことからこの名がつきました。

⑧ ネムノキ  合歓の木　マメ科ネムノキ属（落葉高木）

開花時期：7～ 8 月
【みどりの交流ゾーン】
花木広場ほか

〔最寄駐車場：14 号駐車場〕

　香りが良く、安眠やリラック

ス効果のあるハーブとして日本

でもおなじみの紫色の花。

⑨ ラベンダー  Lavender　シソ科ラバンデュラ属（常緑低木）

開花時期：7月
【ターミナルゾーン】修景池横
〔最寄駐車場：8・10 号駐車場〕

写真右：昨年のラベンダーフェスティバルにて

※開花時期は信州スカイパークにおける平均的なもので、気象条件等により前後する可能性があります。予めご了承ください。

月イチ特集

梅雨を迎える6月。雨が多くすっきりしないお天気が続くと外出も何となく控えてしまいがちですが、この季節の雨は植物にとっては

恵みの雨でもあります。スカイパークの花や木々の葉も、この時期は特にいきいきと色鮮やかに感じられます。

今月は、これから夏にかけてスカイパークで見頃を迎える花をご紹介します。おなじみの花から、ちょっと珍しいものまで、色や形も

さまざまな花を観賞しながら広いスカイパークを散策してみませんか？

スカイパーク花巡り【初夏編】

shinshu-skypark.net
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　６月のイメージはやはり雨。甲信地方の平均梅雨入り日は６月８日だそうです。雨が降ると公園利用者の足は

やや遠のいてしまいますが、植物が生長する大事な時期ですので公園全体にとっては恵みの雨となります。木々

や花々は最も綺麗に色付く時期です。晴天の日に合わせてひときわキレイな信州スカイパークを知って頂きたい

と思います。

　また、例年この時期は多くの催しが開催予定です。【やまびこドー

ム】では『信州夢街道フェスタ 2013』（6/1,2）をはじめとする

大型イベントが、【陸上競技場】では『アップルランド S＆B ちびっ

こ健康マラソン』（6/1）など、そして【アルウィン】でもＪリーグ

２試合が予定されており、イベント・大会が目白押しです。

　是非、天候に負けじと今月も信州スカイパークにいらして下さい。

　※お越しの際はくれぐれも熱中症対策に留意してお越し下さい。

梅雨の晴れ間に

SKYPARK News
　季節外れの雪が降るなどやや天候が不安定だった４月。しかしゴールデンウィークに入ると概ね晴天

が続き、イベントなども開催された園内は連日大勢の人出で賑わいました。サイクルセンターやおもしろ

自転車広場などのある【ファミリースポーツゾーン】南管理棟周辺にはたくさんの家族連れが訪れ、サイ

クリングや、５月３日（月）にリニューアルオープンした大芝生広場の遊具などで遊ぶ姿が見られました。

　また、アルウィンではＪリーグ松本山雅ＦＣのホーム戦が、４月２１日（日）に雪のため開催が見送ら

れ延期となっていた東京ヴェルディ戦を含め、計４試合行われました。ゴールデンウィーク中だった５月

３日のザスパクサツ群馬戦には今季最高となる 11,881 人の観客が訪れ、選手達の熱戦に盛んに声援を

送っていました。

　晴天に恵まれた 5 月、賑わうスカイパーク

4 月 28 日 （日） に開催された 『アースデイまつも

と 2013』 の様子。

6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

1 日（土）9：00 ～ 11：00

　ヒマワリとマリーゴールドの種蒔き

　集合場所：6 号駐車場

15 日（土）9：00 ～ 11：30

　コスモスの種蒔き / 交流会

　集合場所：6 号駐車場

22 日（土）9：00 ～ 11：00

　ファミリースポーツゾーン刈込

　集合場所：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。

12：00 KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ
アンテロープ塩尻 vs 新庄クラブ2（日） 北信越社会人サッカー連盟

17：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 18 節
松本山雅 FC vs ファジアーノ岡山 8（土） 日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

18：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 21 節
松本山雅 FC vs 横浜 FC29（土） 日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

全日本少年サッカー大会長野県大会15（土）・16（日） 長野県サッカー協会

長野県クラブユース U15 サッカー大会22（土） 長野県サッカー協会

アルウィン

北信越クラブユースサッカー大会1（土）・2（日） 長野県サッカー協会

長野県サッカーリーグ30（日） 長野県サッカー協会

長野県シニア40 サッカー大会9（日） 長野県サッカー協会

14：00 KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ
アンテロープ塩尻 vs サウルコス福井16（日） 北信越社会人サッカー連盟

高円宮杯サッカーリーグ U18 プリンスリーグ北信越
11：00 KICK OFF（予定）　創造学園 vs アルビレックスユース
13：30 KICK OFF（予定）　東海大学付属第三高校 vs 北越高校

22（土） 長野県サッカー協会

芝生グラウンド

アップルランド S&B 杯第 9 回ちびっこ健康マラソン大会1（土） 株式会社アップルランド

中信地区中学校体育大会 陸上競技の部2（日） 中信地区中学校体育連盟

中信小学生陸上競技大会8（土 ） 中信地区陸上競技協会

長野県実業団陸上競技選手権大会・長野県マスターズ陸上競技選手権大会9（日） 長野陸上競技協会

長野県陸上競技選手権大会混成競技大会22（土）・23（日） 長野陸上競技協会

長野県小学生陸上競技大会23（日） 長野陸上競技協会

長野県中学校総合体育大会陸上競技大会29（土）・30（日） 長野県中学校体育連盟

陸上競技場

ソフトバレーボール　メンズ・レディース・シルバー大会1（土） 松本ソフトバレーボール連盟

中部日本卓球選手権大会長野県大会2（日） 松本卓球連盟

松本市中学校体育大会夏季大会 卓球の部9（日） 松本市中学校体育連盟

中信地区中学校体育大会 バドミントン競技の部15（土）・16（日） 中信地区中学校体育連盟

中信地区中学校体育大会 卓球競技の部22（土） 中信地区中学校体育連盟

松本ソフトバレーボール 25 周年交流リーグ戦23（日） 松本ソフトバレーボール連盟

長野県ハンドボール　姉妹都市大会29（土）・30（日） 長野県ハンドボール協会

体育館

全国中学生テニス選手権長野県予選会1（土）・2（日） 長野県テニス協会

全日本スポーツマスターズテニス競技長野県予選会8（土）・9（日） 長野県テニス協会

全国小学生テニス選手権北信越予選会14（金）・15（土） 長野県テニス協会

国体テニス競技長野県予選会22（土） 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会23（日） 長野県テニス協会

庭球場

信州夢街道フェスタ 20131（土）・2（日） 信州夢街道フェスタ 2013 実行委員会

やまびこドーム

大会・イベント名日　付 主　催
※ 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。

6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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