
　スカイパークのマレットゴルフスコアカードが、
このたびデザインを一新しリニューアルされまし
た。記入欄を大きめに取り、鉛筆での書き込みに
適した紙に変えるなど改良を加え、以前のものよ
り使いやすくなっています。また、場所が離れてい
る【競技スポーツゾーン】やまびこ・しらかばコー
スと【みどりの交流ゾーン】かもしか・らいちょうコー
スを別々のカードに分け、どちらか利用する方だけ
お買い求めいただけるようになりました。
　価格はそれぞれ 1 部 30 円（鉛筆付き）。陸上競
技場及びアルウィンの窓口にて販売しております。
ぜひご利用ください！

※スコアカードの

売り上げはコース

整備に使用しており

ます。

スコアカードが新しくなりました！

信州スカイパークには、陸上競技場周辺の【競技スポーツゾーン】にある「やまびこ・しらかばコース」（林

間コース）と、アルウィンのある【みどりの交流ゾーン】の「かもしか・らいちょうコース」（芝のコース）、計２か所・

４つのマレットゴルフコースがあり、どなたでも無料でご利用いただけます。公園を訪れるご家族連れや若者、

またマレットゴルフ愛好家など、年間を通じてたくさんの方にご利用いただいていますが、比較的利用が少

なくなる冬の時期の利用活性化を目的とした、恒例の『TOY BOX CUP マレットゴルフ大会』を開催して

おり、毎回熱い戦いが繰り広げられています。

平成 25 年度の大会スケジュール

TOY BOX CUPとは？

昨年、【みどりの交流ゾーン】花木広場の臨時駐車場整備に伴い、同広場にあっ

た「かもしかコース」の１１・１２番ホールが移設されました。

１１番ホールは花木広場の東側へ、１２番ホールは親しみ広場へ移っています。

（下図参照）

以前のスコアカードをお持ちの方はお間違いのないようご注意ください。

なお、距離・パーについてはこれまでと変更はありません。

【　 重要なお知らせ】コースが一部移設されました
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NEW!

月イチ特集

１月に入ると冬の寒さもピークを迎えます。長くて厳しい信州の冬。しかし、スカイパークには冬の間もラン

ニングやウォーキングなど、屋外でのスポーツを楽しむ方がたくさん訪れます。そんな園内でもとりわけ活気が

あるのがマレットゴルフコースで、早朝からボールを打つ小気味良い音と元気な声が聞こえてきます。

そして【みどりの交流ゾーン】の「かもしか・らいちょう」コースでは冬の間、今やスカイパークの冬の風物詩

となったTOY BOX主催のマレットゴルフ大会が月1回開催されています。

今月は、この時期スカイパークで最も熱いTOY BOX CUPとマレットゴルフについてご紹介します！

　　　　　　　　　　　　　
TOY BOX CUPマレットゴルフ大会

スカイパーク冬の風物詩　　　　　　　　　　　　　　
TOY BOX CUPマレットゴルフ大会

　 表彰式の様子 （写真上）

　 白熱のプレー （写真左）

※左上は開会式

信州スカイパークは元旦から営業しています

　信州スカイパークは年中無休。園内の各施設は【ファミリースポーツゾーン】南管理棟を除き休まず営業しております。

　やまびこドーム・庭球場（屋外）・体育館・陸上競技場など体育施設、また会議室（アルウィン・やまびこドーム）は

年末年始もご利用いただけます。

　各施設の空き状況等のお問い合わせ及びご予約は、

　TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　TEL 0263-57-2211
にて承ります。

　お正月休みもスカイパークで元気いっぱい体を動かしてみませんか ?

　※南管理棟・サイクルセンターの営業につきましては裏面をご覧ください。

　　  あけましておめでとうございます

　本年も信州スカイパークを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

スタッフ一同

shinshu-skypark.net
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あけましておめでとうございます。2014 年の幕が開けました。

2014 年も世界的に色々なイベントが予定されています。２月にはソチオリンピックが、そして６月には 2014FIFA ワール

ドカップがそれぞれ開催されます。どちらも日本代表の選手が活躍しそうですので、今から本当に楽しみですね。

アルウィンでも松本山雅 FC 様がホームスタジアムとして J2 の３シーズン目を迎えることとなります。年々盛り上がってい

る J2 リーグ戦。今シーズンも見応えのある熱戦が期待されます。私たち TOYBOX としましても引き続き施設と共に芝生の

クオリティを上げるべくスタッフ一同切磋琢磨していきたいと思っています。

さて、今年の冬は例年以上に寒い日が続きそうとのことです。休みの日はこたつ

から外に出るのも億劫になりがちだと思いますが、信州スカイパークで新年初もの

体験はいかがでしょうか。初ランニング、初ウォーキング、初飛行機見学や遊具で

初遊びなど、信州スカイパークで初ものづくしを是非ご体験ください。

本年も信州スカイパークスタッフ一同 皆様のお越しを心よりお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

謹賀新年

SKYPARK News
サッカーの松本山雅 FC が J2 に昇格して 2 年目のシーズンが終わりました。最終戦となった 11月 24 日（日）の第 42 節 愛媛 FC 戦は、

勝てば上位チームの結果次第では J1 昇格プレーオフ進出の可能性が残っているとあって、大変な盛り上がりを見せました。この日の入場者

数は、最多記録を更新した9月22日（日）ガンバ大阪戦の17,148人に迫る16,885人 !  ホームのゴール裏はもちろん、メインスタンドとバッ

クスタンドも大勢の観客で埋め尽くされました。結果は1－0で松本山雅が勝利したものの、上位チームが勝ったため総合順位が 7位となり、

残念ながらプレーオフ進出はなりませんでした。しかし試合終了後の観客席からは、最後まであきらめず大健闘した選手達をねぎらう温かい

拍手と声援が送られていました。

J2 の 2014シーズンは 3 月 2 日（日）開幕の予定です。リーグ内でも屈指の観客動員数を誇る松本山雅 FC。2013 シーズン以上に盛

り上がること間違いなしです !

　J リーグ 2013 シーズン終了 ―松本山雅 FC アルウィンでの最終戦に 16,885 人

【ファミリースポーツゾーン】南管理棟・サイクルセンターの営業について　　

　【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。）

　また、冬期営業に伴いサイクルセンターの営業時間が以下のとおり変更となっていますのでご注意ください。

　　 ●レンタサイクルの受付  8：30 ～ 16：00　→　8：30 ～ 15：30
　　 ●おもしろ自転車の受付  8：30 ～ 16：30　→　8：30 ～ 16：00
　　 ●返却・終了時間  17：00 　→　16：30

園内トイレと水飲み場 冬期閉鎖のお知らせ

　スカイパーク内の下記5か所のトイレ及びすべての水飲み場につきましては、凍結防止のため冬期はご利用いただけません。

来園者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

●冬期閉鎖中のトイレ（× 印）

　※上記以外は通年利用可能です。

お問い合わせ：TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　TEL 0263-57-2211
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信州まつもと空港信州まつもと空港

松本市　
今井プール
松本市　
今井プール
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TOY BOX
信州スカイパーク
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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

① ②

③

④

⑤

サイクリング・
ウォーキングコース（10km）

ハーフコース（4.5km）

競技スポーツゾーン   5 号トイレ①

競技スポーツゾーン   6 号トイレ②

野と花のゾーン 10 号トイレ③

ターミナルゾーン 15 号トイレ④

みどりの交流ゾーン 19 号トイレ⑤

全国選抜長野県ミニバスケットボール大会25（土）・26（日） 長野県バスケットボール協会
長野県ミニバスケットボール連盟

リバティーカップソフトバレーボール大会13（月・祝） リバティクラブ

長野県ジュニアフットサル大会中南信予選11（土）・12（日） 中信フットサル連盟

全日本クラブユース（U15）フットサル大会長野県大会4（土）・5（日） 長野県フットサル連盟

体育館

平成 26 年長野県警察年頭出動訓練8（水） 長野県警察本部警務部教養課

アイビーリーグ11（土） 松本市サッカー協会

高校一年生インドアソフトテニス大会／北信越中学校ソフトテニス大会二次予選12（日） 松本市ソフトテニス協会

全国小学生ソフトテニス大会壮行試合13（月・祝） 松本市ソフトテニス協会

長野県室内テニス選手権18（土）・19（日） 長野県テニス協会

やまびこドーム

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。

1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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