
「園内にレストランなど食事が

できる場所が欲しい」という要

望が、利用者の方から多く寄せ

られていました。広大な敷地面

積を誇るスカイパークですが、

園内にはこれまでシーズン中の

休日のみ営業する売店や移動販

売のお店以外には食事ができる

常設店舗がありませんでした。そこで、以前から若年者就労支援活動等で

関わりのあった塩尻市の NPO 法人ジョイフルの協力の下、この４月、陸

上競技場に常設の『CAFE JOYFUL（カフェジョイフル）』をオープンし

ました。さまざまな事情から社会に出るのをためらう若者達が一歩を踏み

出すためのトレーニングの場としても活躍する『CAFE JOYFUL』。松本

大学と共同で陸上競技場などの利用者のため「アスリートおにぎり」を開

発するなどいろんなアイデアを盛り込みながら営業しています。

営業時間　10：00 ～ 16：00
月・火曜休業（祝日の場合は営業）

陸上競技場にスカイパーク初の常設カフェ
「CAFE JOYFUL（カフェ ジョイフル）」が OPEN

2 01 3
NEW

※冬期の営業については
お問い合わせください。

Ｊリーグのピッチをはだしで体感できる― 毎試合観戦に訪れるサッカー

好きの方も、一度も足を運んだことがない方も、より多くの方にアルウィン

について知ってもらおうと、初の試

みとなる「アルウィン無料開放」が

10 月 14 日（日）体育の日のイベ

ントとして開催されました。参加者

の皆さんは、お子様はもちろん大人

の方も童心に帰り、天然芝のピッチ

の感触を楽しんでいました。

参加者の関心高く―アルウィン無料開放
2 01 3
NEW

スカイパークの遊具の多く

が、老朽化などのためこの

春から相次いで建て替え工

事を行い、新しく生まれ変

わりました。【ファミリース

ポーツゾーン】大芝生広場の

木製遊具は、カラフルで見

た目も楽しい丈夫な金属などの素材にバージョンアップしました。ま

た、天気の良い休日には大勢の子ども達で賑わう【ターミナルゾーン】

の大型木製遊具は、元の遊具の

良さを残しつつ、より安全に配

慮した遊具としてリニューアルし

ました。また、円盤状の本体に

向かい合うように、小さなお子

様向けのかわいらしい遊具が新

たに加わりました。

子ども達に人気の大型木製遊具など
園内の遊具がリニューアル

2 01 3
NEW

大型木製遊具

大芝生広場「ツイストモック」

信州スカイパークでは、近隣の中学校を始め高校・大学等の

生徒や学生、また若年未就労者の方などの職場体験の受け入れ

を行っており、今年も多くの方に園内の清掃を始め巡回や設備・

備品の修理など多岐にわたる

公園管理業務を体験していた

だきました。また、松本市内

を中心に県内各地の小学校か

ら大勢の子ども達が社会見学

や遠足に訪れました。

ー子供や若者の体験の場として定着ー
職業体験、社会見学の受け入れ多数に

学び

2013 年は 1月から厳しい寒さに見舞われ、一転夏は猛暑日が続くな

ど、各地で異常気象が続いた年でした。最近では台風により国内外で大

きな災害が発生したのも記憶に新しいところです。

初夏のような暖かい日が続き、サクラの開花も例年より１週間ほど早

かったこの４月でしたが、お花見シーズンのスカイパークに季節外れの雪

が降りました。折しもJリーグの試合の開催日となっていた21日（日）朝、

アルウィンを始め園内一帯は

白一色に様変わりしていまし

た。交通機関も電車が運休す

るなど混乱したため、開催予

定だった松本山雅 FC vs 東

京ヴェルディ戦は残念ながら

順延となりました。

４月のスカイパークに季節外れの積雪
― J リーグ開催などに影響

自然

4/21早朝のアルウィン

天候不順や夏の猛暑、秋の台

風など、今年の気候は植物にとっ

ては少々過酷とも言えるもので

したが、スカイパークの花木は

元気に乗り切ってくれました。

園内のサクラやラベンダー・ヒ

マワリなどは今年も無事に花を

咲かせました。また 10 月半ば頃まで暖かい日が続き、例年のように

色づくか心配された広葉樹も、11 月に入り冷え込むようになるとサク

ラやケヤキなどを中心に見事に色づき、訪れた人の目を楽しませてく

れました。

サクラに紅葉 今年も見事に
さまざまな花木がスカイパークの四季を彩る

自然

やまびこドーム東側のサクラ並木

陸上競技場前のケヤキ 【野と花のゾーン】のヒマワリ （8月）

今年もスカイパークでは『花守の会』『ドッグランサポーターズクラブ』

などの公園ボランティアの皆さんにご活躍頂きました。園内の花木の育

成・手入れやドッグラン等施設

の整備及び利用者の方へのマ

ナー啓発など、広大な公園を維

持・管理するためには、地域の

方々によるボランティア活動は

今やなくてはならないものに

なっています。

公園ボランティアが今年も活躍
花守の会・ドッグランサポーターズクラブ等

地域

9 月 22 日（日）、アルウィンで行われたサッカー J2 第 34 節 松本

山雅 FC vs ガンバ大阪戦の入場者数が 17,148 人となり、2006 年

7 月 22 日に開催された J1 の FC 東京 vs 鹿島アントラーズ戦の

17,070 人を抜き、アルウィン観客動員歴代最多記録を更新しました。

シーズン終盤に差し掛かり、プレーオフ出場が見えてきた松本山雅

FC。この日の対戦相手は現役の日本代表選手が所属するガンバ大阪と

いうこともあり、前売り券が完売するなど、試合前から関心の高さが

うかがえました。試合当日はアルウィンの観客席が上から下まで緑と青

で埋め尽くされ、これまでにない熱気に包まれました。また、近くの

芝生広場ではパブリックビューイングも行われ、会場に入れなかった

人たちが仮設のスクリーンで試合の展開を見守りました。結果は 2‐2

のドロー。強豪クラブを相手に山雅が奮闘、見ごたえのある素晴らし

い試合となりました。

アルウィン最多観客動員数を更新
9/22 J2 松本山雅 FC vs ガンバ大阪戦

新記録

全国高校サッカー選手権大会の出場校を決める長野県大会の決勝

戦が、11 月 3 日（日）の文化の日、アルウィンで開催されました。

決勝に勝ち進んだのは松商学園と都市大塩尻。中信勢同士の対決と

なったこの試合には、なん

と 7,306 人の観客が訪れ、

熱い応援合戦が繰り広げら

れました。3‐1 で勝利した

松商学園が今月 30 日から

始まる全国大会の切符を手

にしました。

長野県代表校決まる
高校サッカー長野県大会決勝に約 7,000 人

サッカー

『早春のかほりお届けします～花木の無料配布』（2/16,17）

『遊んで学んでスカイパーク』（2/23）

『春のランニングフェスティバル in 信州スカイパーク 2013』（3/16）

『ラベンダーフェスティバル 2013』（7/27）

『’13 長野高専スカイパーク科学館』（8/3,4）

スカイパーク 季節の風物詩
今年も恒例のイベント多数開催 

イベント

花木の無料配布

春のランニングフェスティバル ラベンダーフェスティバル

そば打ち教室
『遊んで学んでスカイパーク』

月イチ特集

紅葉が終わり、園内の景色もすっかり冬らしくなってきました。気づけば12月。2013年も残りわずかですね。

今年も信州スカイパークではいろんな出来事がありました。さまざまなイベントや大会が開催された他、園内では初の常設カフェ

がオープンし、遊具も新しく生まれ変わりました。

今月は、2013年の締めくくりに今年1年のスカイパークでの出来事を“10大ニュース”として振り返ります。

2013スカイパーク10大ニュース

shinshu-skypark.net
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　今年もスカイパークに厳しい寒さが続く季節がやって来ました。

　公園内の冬支度も落ち葉清掃に始まり、水飲み場の閉栓やトイレの冬期対策などを順次行っております。また各施設の

整理など、来春に向けての準備も兼ねて作業を行っています。冬場は乾燥するので、特に火の元には十分注意するように

心掛けています。

　さて、私たちは公園マネジメントにあたり、特に防災には強い意識をもって業務にあたるようにしています。

　先日、TOY BOX スタッフを始め清掃や植栽などの関連業者の方も参加し防災訓練を行いました。実際に消防署へ通報

する情報伝達訓練をはじめ、館内放送や、各スタッフが手分けして利用者などの避難誘導にあたるなど、なるべく実際に

起こったときのことを想定しながら訓練を行っていきます。また、屋内消火設備の放水訓練や消火器の設置位置や使用方

法の確認なども必ず行うようにしています。スカイパークにはいくつもの施設が

あるので毎年２回場所を替えながら訓練を

行っています。

　皆様がいつでも安心して公園にお越し頂け

るよう、毎年スキルアップしながら公園の安全

管理に努めたいと思います。

防災への意識

　　　　　　 【ファミリースポーツゾーン】

南管理棟  冬期営業日のお知らせ
　【ファミリースポーツゾーン】南管理棟は、

1 月 4 日（土）～ 2 月 28 日（金）の間、土・日・祝日のみの営業
となります。（12 月 30 日 ～ 1 月 3 日は年末年始休業となります。）
　なお、平日のパターゴルフの用具貸出につきましてはアルウィン受付にて承ります
ので、お手数ですが下記までご連絡ください。

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

12 月の
花守の会

スケジュール

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

『花守の会』

今年度最後の活動となります。

ご参加お待ちしております！

14 日（土）9：00 ～ 11：00

　講習会（正月飾り）

　集合場所：アルウィン

※予定は変更になる場合もございます。

花守の会 活動報告
　「花守の会」では 11月16 日（土）、恒例の視察研修を行いました。

　今回訪ねたのはお隣の山梨県。県立美術館やサントリー白州蒸留所

等を巡りました。

　有名な「落ち穂拾い」など、ミレー

の作品を収蔵する山梨県立美術館

では、名画の鑑賞や野外彫刻のあ

る庭園を散策しました。

　サントリー白州蒸留所ではガイド

ツアーに参加し、巨大なウィスキー

蒸留装置や、床から天井ま

で積み上げられた無数の樽

が眠る貯蔵庫などを見学し

ました。

　好天にも恵まれ、参加し

た皆さんは紅葉が美しい秋

の山梨への小旅行を満喫さ

れたようです。

スーパーシニアゲートボール大会1（日） 長野県ゲートボール連盟

５県対抗戦3（火） 日本女子テニス連盟長野県支部

高校選抜ソフトテニス大会7（土）・8（日） 長野県ソフトテニス連盟

中学校選抜インドアソフトテニス大会14（土） 長野県ソフトテニス連盟

やまびこドーム

松本クロスカントリー大会1（日） 松本クロスカントリー大会
実行委員会

園内

全日本ユース（U-15）フットサル大会北信越大会7（土）・8（日） 長野県フットサル連盟

GYMNET ビギナーズ体操大会14（土） ジムナスティック・ネットワーク

長野県ハンドボール 一般リーグ15（日） 長野県ハンドボール協会

中信地区高校一年生バドミントン大会21（土） 中信高等学校体育連盟

長野県団体対抗バドミントン大会22（日） 中信地区バドミントン協会

松本市高校生バドミントン大会28（土） 中信高等学校体育連盟

長野県ジュニアオープンバドミントン大会29（日） 長野県バドミントン協会

体育館
大会・イベント名日　付 主　催

※ 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。

１２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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今年も 1 年間、本当にありがとうございました。
信州スカイパークは 2014 年元旦より営業いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。
TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　　


