
　アルウィンの要 !  芝生のおはなし
　アルウィンの芝生には、３種類の「寒冷地型西洋芝」が使われています。

西洋芝は葉がやわらかくて色もきれいなため、サッカーのピッチなどの

スポーツターフとして利用されます。

●アルウィンのピッチを形成する 3 種類の芝

　３種類の芝を混合することにより、

それぞれの長所を活かし、短所を補

い合うことができます。

　芝生の管理は、園内の花木と同じく天候や気温に左右されるため非常に

気を遣います。芝生の管理と一口にいっても、刈り込みや散水、施肥など

日常的な作業の他、試合の際に傷んだ部分の補修や張り替えなど、その内

容は実に様々。専門のスタッフが毎日細心の注意を払い、愛情をこめて丹念

に育てているのです。

　松本は比較的冷涼で湿気が少ない気候の土地といわれますが、夏は気温

が 30℃以上になることも珍しくなく、冬は－10℃以下まで下がることもあ

ります。芝生の生育に適した気温は 15 ～ 22℃くらいなので、芝生にとっ

ては過酷な環境といえます。また寒冷地型の芝は夏の暑さに弱いため、こ

れからの時期は管理に特に気を遣います。

地下ほふく型 ○ 寒さに強く、 細いやわらかな葉のた

　　め、 きれいなターフを形成する。

▲ 発芽 ・ 初期生育が遅い

○ 乾燥と暑さに強く、 根が縦に深く伸

　　びて踏圧や擦り切れに強い。 また

　　発芽 ・ 初期生育とも比較的早い。

▲ 株立ちで葉がかたいため、 １種類だ

　　けでは均一できれいなターフになり

　　にくく、 また低い刈込が難しい。

○ 発芽 ・ 初期生育が３種の中では最

　　も早く、 他の品種の生育が比較的

　　弱い春先、 一番元気がよい。 葉が

　　細くやわらかで、 きれいなターフを

　　形成する。

▲ 乾燥と暑さに弱く、 病気にかかりや

　　すい。
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アルウィン 豆 知識

【アルウィンで行われた試合の中で最も観客数が多かったのは ?】

　2007 年 7 月 22 日に開催されたサッカー J１の FC 東京 vs 鹿島アントラーズ戦で、この時記録した

17,070 人が、現在のところ、アルウィンの最多観客動員数となっています。ちなみに松本山雅 FC がア

ルウィンで行った試合の中で最も観客数が多かったのは、2009 年 10 月 11 日に行われた第 89 回天皇杯

全日本サッカー選手権２回戦の浦和レッズ戦で、14,494 人となっています。この試合に長野県代表とし

て出場した松本山雅（当時は北信越リーグ 1 部に所属）は J1 の浦和を 2－0 で下す大金星を挙げました。

地域リーグのチームが J1 のチームを破ったのは史上初で、いわゆる “ジャイアント・キリング” としてた

いへん話題になりました。

　意外と見落としがちですが、

アルウィンの南側、大型映像装置

の裏側に当たる部分には、時計

と共にカリヨンが設置されていま

す。カリヨンとは、音の高さが違

う複数の鐘を組み合わせた打楽

器で、時計と連動して、正時に

澄んだ音色で曲を奏でて時間を知らせてくれます。演奏される曲は季節

ごとに変わるので、レパートリーを楽しんでいただけます。スカイパー

クには、この他にもう１か所、【ターミナルゾーン】やまびこドーム近く

の広場にもカリヨンがあります。

⑦カリヨン

　このフロアにはスカイパークの

総合案内・施設予約などを行っ

ている TOY BOX の事務所の

他、特別会議室、エレベーター

ホールなどがあります。

⑥エントランス（1F）

　アルウィンの中の施設で意外

と知られていないのが、館内に

全部で 10 部屋ある会議室。こ

ちらは一般の方にも貸出してお

り、会議や教室、展示会など

さまざまな用途でご利用いただ

いています。

⑤会議室（１･B1F）

　アルウィンの４階（最上階）には、

放送中継室・操作室・記録室、そ

して観覧室があります。試合の際、

関係者や来賓などの方が観戦する

部屋で、ピッチ全体がよく見渡せ

る、いわば特等席です。普段はな

かなか入れませんが、TOY BOX

のイベントで行う見学ツアーなどの際には一般の方にもご覧いただけます。

④観覧室（4F）

　試合の際に選手が使います。

観覧室同様、こちらも普段はなか

なか入れません

が、見学などで

ご覧いただくこ

とができます。

③ロッカールーム・ウォーミングアップルーム（B1F）

　明るさ最大 1,500 ルクスの照

明がメインスタンドとバックスタン

ド、及び４つのコーナーに設置さ

れていて、夜の試合も大丈夫！

②照明

　アルウィンを訪れたことのあ

る方なら、観客席が３段階の

グラデーション状に色分けされ

ているのにお気づきかもしれ

ません。これには理由があり

ます。観客席をすべて同じ色

にしてしまうと空間が狭く感じ

られ、圧迫感を覚えてしまいます。上にいくにつれ色を明るくするこ

とで、より広く開放的に感じられるよう工夫されているのです。

①観客席（２～４F）

　松本平広域公園総合球技場「アルウィン」は、平成 13 年 4 月、

サッカー及びラグビーボール・アメリカンフットボールの、プロ

リーグや国際試合が開催可能な高規格の球技専用スタジアムと

して信州スカイパーク内にオープンしました。20,000 人収容

の観客席と天然芝のグラウンドは試合に訪れる人にはもうおな

じみだと思いますが、アルウィンには他にもさまざまな施設が

備わっています。

「アルウィン」ってどんな施設 ?

月イチ特集

梅雨が明ければいよいよ夏本番。待ちに待った夏休みももうすぐですね。

信州スカイパークの総合球技場「アルウィン」は、ただ今シーズン真っ最中。ほぼ毎週末ごとにサッカーなどの大会が開催されます。

また、アルウィンはJリーグ松本山雅FCのホームグラウンドでもあり、シーズン中には月に2～3回くらいのペースで試合が行われてい

るので、観戦に訪れたことがある方もいらっしゃると思います。

今月は、まだ一度も足を踏み入れたことがないという方はもちろん、何度も観戦に来ている方も、知っているようで意外と知らない

アルウィンについてのあれこれをご紹介します！

　　　アルウィン大解剖ただ今シーズン真っ最中!
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　今年も暑い夏がやってきました。

　今回は信州スカイパークのオススメ避暑スポットをご紹介致します。

　【花のプロムナードゾーン】は桜の名所ですが、この時期はサクラ並木で素敵な木陰の通路が出来ます。隣接す

る『バラ園』と共にオススメのスポットです。【みどりの交流ゾーン】東側には川流れと壁泉があります。『川流れ』

は冷たい水を肌で感じることができますし、『壁泉』は目や耳で涼みを感じることができます。体も心も癒しの場所

としてオススメです。【ターミナルゾーン】には都市公園ならではの樹形の整ったケヤキが立ち並んでおり、素敵な

木陰を作っています。また、『滝流れ』もありますので『流れ』でお子様を

遊ばせながら木陰のベンチで見守ったり、『滝』で人工霧を発生させ（ボタ

ン式）涼むなどゆったりとした空間をお楽しみ頂けるスポットとなっています。

　暑い日が続きますと熱中症などの心配もありますが、夏場も引き続き公園

に足を運んでいただきたいと思います。ここ信州スカイパークは広い公園で

すが、各所に四阿 ( あずまや ) やベンチなど休憩所が配置してありますので、

ひと休みしながら散策を楽しんでください。

避暑オススメ

SKYPARK News
　５月末に早くも梅雨入りが発表された関東甲信地方でしたが、６月に入ると雨脚は途絶え、時には真夏の

ような暑さと晴天が続くなど、植物にとっては少々過酷とも言える状況でした。例年、信州スカイパークで

は【花のプロムナードゾーン】のバラ園が見頃を迎えるこの時期。梅雨らしからぬお天気に、果たして今年

は無事に咲いてくれるのだろうかとスタッフも気をもむ日々が続きましたが、６月中旬頃には色とりどりのバ

ラが見事に咲き揃いました。一重の赤い花が印象的な「バシィーノ」や鮮やかな赤が目をひく「ラ セビリアー

ナ」、淡いピンクの「ボニカ’82」、豪華なローズピンクの「パルメンガルテンフランクフルト」、白いポン

ポン咲きの花がかわいらしい「ホワイトメイディランド」などのバラが訪れた人の目を楽しませていました。

　今年も見事に咲きました ―【花のプロムナードゾーン】のバラ園が見頃むかえる

ラ セビリアーナ

7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

13 日（土）9：00 ～ 11：00

　【野と花のゾーン】の刈り込み

　集合場所：6 号駐車場

27 日（土）9：00 ～ 11：00

　ラベンダーの刈取り

　集合場所：2 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。

19：00 KICK OFF（予定）　J リーグディヴィジョン２　第 22 節
松本山雅 FC vs 水戸ホーリーホック

3（水）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

全日本女子サッカー選手権長野県大会15（月・祝） 長野県サッカー協会

13：00 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 テイヘンズフットボールクラブ

28（日） 北信越社会人サッカー連盟

18：00 KICK OFF（予定）　J リーグディヴィジョン２　第 24 節
松本山雅 FC vs 京都サンガ F.C.

14（日）
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 リーグディヴィジョン２　第 25 節
松本山雅 FC vs コンサドーレ札幌

20（土）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

アルウィン

長野県中学校総合体育大会　サッカー大会13（土）・14（日） 長野県中学校体育連盟

スポーツ天国6（土） スポーツ天国実行委員会

芝生グラウンド

スポーツ天国6（土） スポーツ天国実行委員会

長野県中学校総合体育大会　サッカー大会14（日） 長野県中学校体育連盟

国民体育大会アーチェリー競技長野県大会　７月競射会21（日） 長野県アーチェリー協会

陸上競技場

長野県中学校総合体育大会　サッカー大会13（土） 長野県中学校体育連盟

U-18 プリンスリーグ北信越20（土） 北信越サッカー協会

長野県サッカーリーグ21（日） 長野県サッカー協会

球技場

スポーツ天国6（土） スポーツ天国実行委員会

長野県ソフトバレーボール大会　中信予選大会7（日） 松本ソフトバレーボール連盟

長野県中学校総合体育大会　バドミントン大会13（土）・14（日） 長野県中学校体育連盟

中信地区バドミントン協会松本支部大会15（月・祝） 中信地区バドミントン協会

長野県ハンドボール姉妹都市大会20（土） 長野県ハンドボール協会

北信越フットサルリーグ21（日） 長野県フットサル連盟

全日本ドッジボール選手権長野県大会アップルランドカップ27（土） 長野県ドッジボール協会

フットサルリーグ戦28（日） 中信フットサルリーグ

体育館

スポーツ天国6（土） スポーツ天国実行委員会

国民体育大会テニス競技長野県予選13（土）・14（日）・27（土）・28（日） 長野県テニス協会

全日本テニス選手権大会長野県予選20（土）・21（日） 長野県テニス協会

庭球場

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。

7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
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