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ストリートバスケット

クライミングウォール /
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モニュメント
（噴水）

モニュメント
（噴水）

大型木製遊具大型木製遊具

展望台展望台風の丘風の丘信州花の広場信州花の広場

庭球場

アルウィンアルウィン

やまびこドームやまびこドーム

陸上競技場陸上競技場

南管理棟南管理棟

サイクルセンター

TOY BOX
信州スカイパーク
サービスセンター

TOY BOX
陸上競技場事務所

TOY BOX
南管理棟事務所

TOY BOX
やまびこドーム

事務所

※コースは一部整備中です。

10km 周回コース
ハーフコース（4.5km）

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

ターミナルゾーン

競技スポーツゾーン

みどりのプロムナードゾーン

野と花のゾーン

【みどりの交流ゾーン】街かど広場
○最寄りの駐車場：13 号駐車場

　アルウィンから南へ約 800m、信州まつもと空港の滑走

路北端近くにある「街かど広場」は、隣接する大きな施設が

ないため園内でも静かで落ち着いた環境の、いわば“隠れ家”

的な場所です。緩やかな芝生の斜面を下ったところに、「ステッ

プバランサー」「エンドレスラダー」など４種類の健康遊具が

設置されており、ストレッチなどにご利用いただけます。近

くにはあずまややトイ

レなども完備している

ので、ゆっくり休憩を

とることができます。

自動販売機も新しく設

置され、さらに利用し

やすくなりました。

【競技スポーツゾーン】こども広場　   ○最寄りの駐車場：2 号駐車場

　陸上競技場や体育館・相撲場などが

ある【競技スポーツゾーン】。かつての県

営松本運動公園の面影を残すこちらの

ゾーンには、空港の滑走路を望む「こど

も広場」に、大きな木の切り株を模した

滑り台などの遊具が現在も変わらぬ姿で

建っています。お

近くにお住ま

いの方なら、30 年以上現役で活躍しているこの遊具

で、子どもの頃に遊んだことがある人もいるのではな

いでしょうか ?（私もお世話になりました！）親子２世

代で利用しているという方もいらっしゃるかもしれませ

んね。

●園内には他にもユニークな遊具がいっぱい！

【ファミリースポーツゾーン】アスレチック広場
○最寄りの駐車場：4 号駐車場

　「おもしろ自転車広場」の

隣に、新しく７種類の木製ア

スレチック遊具が完成しまし

た。丸太のぼりや平均台・

丸太ステップなど、楽しみな

がら体力づくりができる遊具

が勢揃いしています。丸太とび

丸太のぼり B 平均台

【ファミリースポーツゾーン】大芝生広場
○最寄りの駐車場：4 号駐車場

　南管理棟・サイクルセンター

北側に広がる大芝生広場には、

ロープウェイ、ウッドステーショ

ン、マウンテンロードなどの木

製アスレチック遊具がありまし

た。この春に建て替え工事を行

い、より丈夫で安全な金属製の

遊具にバージョンアップしまし

た。５月より一般開放された６種類の遊具、休日は親子連れなどで賑わっ

ています。

プレイポート

インディアンクライムクライムロード

●大型木製遊具だけじゃない！ 今年リニューアルした新しい遊具

安全にお使いいただくために
　公園の遊具の近くでよく目

にするこの看板。 信州ス
カイパークでも、 新しい
遊具の側にはこの看
板が立てられています。

こ れ は、 事 故 を 防 ぎ、
安全に遊具をご利用いただ

くために、 一般社団法人 日本公園施設業協会
（JPFA）が作成したもので、 遊具をご利用になる際
の注意事項や、 遊具の難易度に合わせた年齢基準
などが設けられています。 ６歳までのお子様には必ず
大人の方が付き添って遊ばせてあげてください。 注意
事項をお守りいただき、 楽しく安全にご利用くださいま
すようお願いいたします。

　スカイパーク内にある遊具の中でも、お子さん達に特に人気のある【ターミナルゾーン】

の大型木製遊具。老朽化のため今年の３月から建て替え工事を行っていましたが、この

たびようやく完成し、８月１１日（日）より一般開放されました。楕円のドーナツ型の外

観など概ね以前の形を踏襲していますが、緑の屋根や黄色い塔など鮮やかな色合いが遠

くからでも目をひき、見た目にも楽しくて、木のぬくもりが感じられる遊具になっていま

す。また、本体と向かい合う形で、小さいお子様向けに赤・青・黄色の小さな家型の遊

具が新たに造られました。丸みのあるステッ

プや十分な高さのある柵など、安全面でもよ

り一層工夫・配慮がされています。

　休日には遊具隣の売店も営業します。

　（※シーズン中のみ。天候等により休業する場合あり。）

　また、近くにはやまびこドームをはじめバーベキューピッ

ト、噴水の上がる池や流れなどの水辺、芝生の広場やあず

まや、展望台など様々な施設があり、信州まつもと空港を

離発着する飛行機を眺めながら、この周辺

だけでも１日楽しむことができます。

　新しく生まれ変わった大型木製遊具

が【ターミナルゾーン】で皆さんをお

待ちしています！

【ターミナルゾーン】の大型木製遊具がリニューアル！
最寄りの駐車場：10 号駐車場

After!Before...

月イチ特集

公園にあるもの、といってまず思い浮かぶのが、ブランコや滑り台などの遊具。誰でも子供のころに遊ん

だ思い出があるのではないでしょうか？ 信州スカイパークにも、広い園内のあちこちに小さなお子様向け

のものから大人の方も楽しめるものまで、バリエーション豊かでユニークな遊具が点在しています。

今月は、8月にリニューアルオープンした【ターミナルゾーン】の大型木製遊具をはじめ、新しく生まれ変

わったものからおなじみのものまで、園内の遊具や遊び場をご紹介します。

　　ス カイパーク遊び場図鑑子どもも大人も楽しめる!
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　【CAFE JOYFUL】（カフェジョイフル）は今年の４月より陸上競技場に OPEN したカフェです。この【CAFE 

JOYFUL】には幾つかの目的があります。

　一つは公園を利用される皆様からの声です。毎年行っている「公園利用者アンケート」の中で毎年一番多かった

のが『公園内に食堂がほしい』という要望でした。そこで既存の施設を有効利用して営業することになりました。

　もう一つは就労体験の場の提供です。【CAFE JOYFUL】を営業している NPO 法人ジョイフルさんとは以前か

ら若年者就労体験の場として信州スカイパークの仕事を体験してもらう事業を行っていました。巡回や清掃などの作

業の他に、飲食業という屋内での就労体験の場を作りたいと考えました。

　【CAFE JOYFUL】を OPEN できたことはとても大きな意味があると私は

考えています。この度、更に松本大学さんとも連携して『アスリート用おにぎり』

を開発、新発売致しました。

　地域の輪が大きくなっていく…【CAFE JOYFUL】はまだまだ新しい可能

性を秘めています。地域の皆様にとってよりよい公園になるよう今後も努めてい

きたいと思います。

【CAFE JOYFUL】

SKYPARK News
　アルウィンが科学体験館に !　国立長野高専の先生方を講師に招き、身

近なものや簡単な科学の原理を利用した実験や工作など多彩なテーマで楽

しく学べる『長野高専スカイパーク科学館』が、8 月 3 日（土）・4 日（日）

の2日間にわたって開催されました。8月に開催されるのは今年が初めてで、

夏休み中の小・中学生を中心に家族連れなど大勢の方にご来場いただきま

した。参加した方達は、液体窒素を使った実験に歓声を上げたり、ピッチ

で圧縮空気を利用したペットボトルロケットを飛ばして飛距離を競ったり、

さまざまな体験を通して科学の世界に親しんでいました。

　夏休みのアルウィンで科学体験！ ―ʼ13 長野高専スカイパーク科学館 開催―

9 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

7 日（土）9：00 ～ 11：00

　ヒマワリの片付け

　集合場所：6 号駐車場

21 日（土）9：00 ～ 11：30

　ポピー等の種蒔き / 交流会

　集合場所：6 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。

18：00 KICK OFF（予定）　J リーグディヴィジョン２　第 32 節
松本山雅 FC vs ガイナーレ鳥取

1（日）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

13：30 KICK OFF（予定）　U-18 サッカーリーグ 2013 プリンスリーグ北信越
創造学園高校 vs 帝京長岡

21（土） 長野県サッカー協会

16：00 KICK OFF（予定）　第 93 回天皇杯全日本サッカー選手権大会
松本山雅 FC vs ザスパクサツ群馬

7（土）
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 リーグディヴィジョン２　第 34 節
松本山雅 FC vs ガンバ大阪

22（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

全国クラブチームサッカー選手権北信越大会15（日） 北信越サッカー協会

芝生グラウンド

長野県陸上競技選手権大会8/31（土）・1（日） 長野陸上競技協会

長野県障害者スポーツ大会8（日） 長野県／長野県障がい者スポーツ協会
長野県精神障害者スポーツ推進協議会

中信高等学校新人体育大会陸上競技大会13（金）～15（日） 中信高等学校体育連盟

長野県中学校新人体育大会陸上競技大会23（月・祝） 長野県中学校体育連盟

陸上競技場

全日本高等学校女子サッカー選手権大会長野県予選1（日） 長野県サッカー協会

全国クラブチームサッカー選手権北信越大会14（土）・15（日） 北信越サッカー協会

北信越ユース（U-15）サッカーリーグ29（日） 北信越サッカー協会

長野県障害者スポーツ大会8（日） 長野県／長野県障がい者スポーツ協会
長野県精神障害者スポーツ推進協議会

球技場

パパさんバレーボール大会1（日） 松本パパさんバレーボール連盟

信州婦人健康のつどい11（水） 長野県

フットサルリーグ戦15（日）・29（日） 中信フットサルリーグ

松本ソフトバレーボール 25 周年交流リーグ戦16（月・祝） 松本ソフトバレーボール連盟

やまびこオープンレディースバドミントン大会23（月・祝） 長野県バドミントン協会

長野県障害者スポーツ大会8（日） 長野県／長野県障がい者スポーツ協会
長野県精神障害者スポーツ推進協議会

体育館

長野県テニス選手権1（日）・7（土）・14（土）~16（月・祝） 長野県テニス協会

長野県山形テニス大会21（土） 長野県テニス協会

長野県秋季ジュニアテニス大会22（日）・23（月・祝） 長野県テニス協会

全日本選抜室内ジュニアテニス大会長野県予選28（土）・29（日） 長野県テニス協会

庭球場

大会・イベント名日　付 主　催

信州カーフェスタ 20137（土）・8（日） 日本自動車販売協会連合会
長野県支部

リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2013 信州まつもと14（土）・15（日） 日本対ガン協会／リレー・フォー・ライフ・
ジャパン信州まつもと実行委員会

やまびこドーム

※ 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。

9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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