
6

5

4
8

9
10

入口
 広場
入口
 広場

迷園迷園 馬のオブジェ馬のオブジェ

展望広場展望広場

ワイルド
フラワー園
ワイルド
フラワー園

玉石広場玉石広場

池流れ池流れ

玉石広場玉石広場

風の丘風の丘

ドッグランドッグラン

信州花の広場信州花の広場
南管理棟南管理棟

TOY BOX
南管理棟事務所

ファミリー
スポーツ

ゾーン

花のプロムナードゾーン

滑走路

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

今井東

寺家

川東

空港入口

今井北耕地

【野と花のゾーン】案内図

　入口広場の西隣に、針葉樹で植栽

された迷園があります。お子様でも

気軽にチャレンジできる程よい規模の

迷路です。お近くを通りかかった際は

ぜひ挑戦してみてください。

■迷園

他にもある！
【野と花のゾーン】おもしろスポット

愛犬と一緒に秋の公園を満喫！
　スカイパークのドッグラン

　人間ばかりでなく、お散歩に

来るワンちゃん達にとってもスカ

イパークは憩いの場です。せっ

かく広い公園に来たのだから、

思い切り駆け回らせてあげたい。

そんな利用者の声にお応えする

形で、今から６年前【野と花の

ゾーン】内に無料でご利用いた

だけるドッグランが開設されました。「風の丘」越しに信州まつもと空港や

やまびこドーム、そして遠く美ヶ原など東山を望む見晴らしの良い場所にあ

るスカイパークのドッグランは「全犬種

エリア」「小型犬専用エリア」に分かれ

ており、犬のための足洗い場・水飲み

場が完備されています。芝生のドッグ

ランの中には木陰やベンチなどもあり、

愛犬がのびのびと遊ぶ様子を眺めなが

らゆったり過ごすことができます。

名　　称 松本平広域公園ドッグラン

場　　所 【野と花のゾーン】5 号駐車場北側

利用可能時間 日の出～日没まで

利用料金 無料

付帯施設 犬用足洗い場、水飲み場

規　　模
総面積：2,000 ㎡

　小型犬専用エリア：400 ㎡
　全犬種エリア：　1,600 ㎡

ドッグランご利用にあたって
●狂犬病予防注射と混合ワクチンを接種済みの犬以外はご
　利用できません。

●ドッグランは犬用の施設ですので、犬を連れていない方や
　犬以外のペットは、利用できません。

●中学生以下は、保護者同伴の上でご利用ください。なお、
　乳幼児（５歳以下）は保護者同伴でも入場利用できません。

●ドッグラン内での人の飲食や喫煙は、禁止します。

●飼い主は、自分の愛犬から目を離さぬようご注意ください。

●フン、その他の汚物は、飼い主が必ず持ち帰ってください。

　その他ドッグラン利用のルールやマナー等については、
信州スカイパークのホームページに掲載しております。注意
事項をお読みいただき、みんなが気持ちよく安全に利用で
きるよう、ご協力をお願いいたします。

※ドッグランを除き、 園内では必ずリードを着用していただきますようお願いいたします。こちらの看板が目印です。

様々なオブジェや彫刻が点在する【野と花のゾーン】。たまには足を止めてゆっくり鑑賞してみると新しい発見があるかもしれません。

野外彫刻の宝庫【野と花のゾーン】で “芸術の秋” を楽しむ

【野と花のゾーン】の北西に

は、様々な花木が彩る「信

州花の広場」、そしてワイル

ドフラワー園を見下ろす高

台に、葉っぱやタンポポを

模した風に揺れる巨大なオ

ブジェが立ち並ぶ「風の丘」

があります。

■信州花の広場／風の丘

　ワイルドフラワー園

の北側、信州まつもと

空港の滑走路南端に接

するように、丸い石が

敷き詰められた河原の

ような広場にいくつも

の大きな岩が立ち並ぶ少し不思議な庭園「玉石広場」があります。

■玉石広場　

　ワイルドフラワー

園の南西の隅には３

頭の馬のオブジェが。

草原を疾走するかのようなその姿は

遠くからでも目をひきます。

■馬のオブジェ
　【野と花のゾーン】の南端にある「入口広場」は、信州スカイパークの

南の玄関口。針葉樹に囲まれた石畳の広場に12 星座と十二支の像が円を描いて並んで

います。見上げるような星座像の迫力もさることながら、思い思いのポーズで台座の上

に立つ干支の動物たちはみなどこかユーモラスな表情で、見ていると和んでしまいます。

■入口広場

「子」 の足元

には大好物

が…。
星座像 （写真は射手座）

　なだらか

な起伏のあ

る広々とし

た野原に春

～初夏には

ポピー、夏

は ヒ マ ワ

リ、秋はコスモスなど季節毎さまざまな花が

咲く「ワイルドフラワー園」。近づくと花が

幾本もの帯状に植えられていることにお気づ

きになるかもしれません。地上からはなかな

か分かりにくいですが、これらの花は向かい

合う２羽の鳥の地上絵を描いており、空路で

信州を訪れる人達を華やかに迎えています。

■ワイルドフラワー園

　ワイルドフラワー園の東側に

は、木立の中に小さな流れと池

があります。園路から少し奥に

入ったところにあり、知る人ぞ知

る散策スポットです。池越しに望

む園内の眺めはなかなか風情が

あっていいものです。

■池流れ
　スカイパークの南

端にある「展望広

場」か ら は、目 の

前に広がるワイルド

フラワー園とその奥

に伸びる滑 走 路、

そして遥か北アルプ

スの山々を望む壮大

な景色を楽しむことができます。

広場の東・西・北にはそれぞれの

方角に見える山の案内板が設置さ

れており、よく晴れた日には周囲

の山々を名前と照らし合わせなが

ら眺められます。

■展望広場

　信州まつもと空港の

周囲に広がる総面積約

141ha の信州スカイ

パークは長野県下最大

の都市公園です。広大

なこの公園の中でも、

最も南に位置する【野

と花のゾーン】は一面

に野原が広がるたいへ

ん眺望の良いエリアです。空港の滑走路を望む芝生の広場や花畑など、これ

ほど広々とした開放感あふれる場所は県内でも他にはなかなかありません。

　お天気の良い日にはカメラやスケッチブックを片手に、美しい景色を楽しみ

つつのんびり散策などいかがですか？

【野と花のゾーン】の景観や眺めを楽しむ　

月イチ特集

秋も深まり、澄み切った青空が一層高く感じられる今日この頃。涼しくて過ごしやすい陽気のこの季節は、野山など空気が爽や

かな屋外に出かけたくなりますね。ここ信州スカイパークにも、休日になると家族連れなどたくさんの方が訪れます。南北に長い

スカイパークの一番南のエリアで、周囲に遮るものが少なく特に見晴らしが良い【野と花のゾーン】は、この時期コスモスを始めと

する秋の花々、赤や黄色に色づき始めた木々など、秋ならではの美しい景色が見られます。

今月は、この秋のおすすめ【野と花のゾーン】のいろんなスポットをご紹介します！

【野と花のゾーン】の楽しみ方　
スカイパーク 秋のおすすめ！
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　暑かった夏も終わり、スカイパークの園内とその周辺の田畑は気づけばいつの間にかすっかり秋の景色に様変

わりしています。気温も落ち着いて、朝晩はむしろ寒いくらいです。空を見上げると分厚い積雲からうろこ雲な

どの秋雲に替わり、空気のひんやりとした感じが気持ちが良く、散歩などには最適なシーズンだと思います。

　公園内を歩くと、アキアカネが気持ちよさそうに飛びま

わり、草むらではコオロギやスズムシが心地よく鳴いていま

す。そんな光景に出合った時、秋がやって来たのだと感じ

ることができます。また、花畑ではコスモスが咲き、ハナ

ミズキやムラサキシキブなどの木々は鮮やかな実を付け、

公園の秋に色を添えています。

　涼しくなって益々気持ちの良い公園、信州スカイパークへ

今月も是非足をお運び下さい。

秋の訪れ

SKYPARK News
　電気もガスも使わず、太陽光の力のみで加熱調理ができる。太陽光を一

点に集めるパラボラ型のソーラークッカーといわれる調理器具を使い、親子

で料理を作る体験を通して環境について考えるイベント『ソーラークッカー

家族講座』が、９月最初の３連休初日の１４日（土）に【みどりの交流ゾーン】

バーベキュー広場横で開催されました。

　この日はソーラークッキングにはあいにくの曇りがちなお天気でしたが、

参加したご家族の皆さんは用意した簡単な料理が太陽の力で焼けていく様

子を楽しみ、完成したパンケーキなどのメニューに舌鼓を打っていました。

　太陽光で料理を作る―親子でエコクッキング体験 『ソーラークッカー家族講座』 開催

10 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

5 日（土）9：00 ～ 11：30

　ヒマワリの種取り／交流会

　集合場所：アルウィン

19 日（土）9：00 ～ 11：00

　みどりの交流ゾーンの刈込

　集合場所：14 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）　
第 93 回天皇杯全日本サッカー選手権大会　3 回戦
松本山雅 FC vs サガン鳥栖

13（日）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

15：30 KICK OFF（予定）　J リーグディヴィジョン２　第 38 節
松本山雅 FC vs アビスパ福岡

27（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

松本市民体育大会秋季大会　陸上競技の部5（土） 松本体育協会

県民スポーツフェスティバル20（日）
県民スポーツフェスティバル

実行委員会

長野県高等学校新人体育大会陸上競技大会25（金）～27（日） 長野県高等学校体育連盟

陸上競技場

全日本女子大学サッカー選手権大会北信越大会26（土）・27（日） 長野県サッカー協会

県民スポーツフェスティバル20（日）
県民スポーツフェスティバル

実行委員会

球技場

チラベルトカップ27（日） 長野県サッカー協会

芝生グラウンド

ぐれーぷカップフェスティバル6（日） 塩尻ソフトバレーボール連盟

長野県中学生バドミントン選手権大会12（土）・13（日） 長野県中学校体育連盟

県民スポーツフェスティバル20（日）
県民スポーツフェスティバル

実行委員会

松本市中学校体育大会新人大会卓球競技26（土） 松本市中学校体育連盟

体育館

長野県秋季ジュニアテニス選手権5（土）・6（日） 長野県テニス協会

長野県中学校選抜テニス長野県大会12（土） 長野県テニス協会

長野県テニス選手権13（日）・14（月）・19（土）・20（日） 長野県テニス協会

全日本選抜室内ジュニアテニス大会北信越予選25（金）～27（日） 長野県テニス協会

庭球場

第 24 回 信濃の国 楽市楽座　～ファミリーで楽しむ秋～19（土）・20（日） 信濃の国楽市楽座実行委員会

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

10月 イベントインフォメーション

お詫びと訂正：先月発行のスカイパーク通信9月号 （vol.90） 月イチ特集の中で、 以下の箇所に誤りがありました。

 　　　【みどりの交流ゾーン】 街かど広場の最寄り駐車場が 「2号駐車場」 となっていますが、 正しくは13号駐車場の誤りです。 お詫びして訂正いたします。

【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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