
内容及び時間は変更になる可能性がございます。また、申し込み方法など詳細につきましては決まり次第信州スカイパークのホームページ

等でご案内いたします。詳細が決定するまで今しばらくお待ちください。

ウルトラスマツモト
　　　『遊んで学んで』に参戦 !
昨シーズンもアルウィンで J2 松本山雅 FC の試合を熱い

応援で盛り上げてくれたサポーター団体『ウルトラスマツモト』

の皆さんが今年の『遊

んで学んで』にも参戦 !

選手を力強く後押しす

るコールやチャント（応

援歌）を一緒に覚えれ

ば、アルウィンでの観戦

がより楽しくなるはず。

　　『早春のかほりお届けします～花木無料配布』
　　アルウィンにて同時開催決定!

ご来園の皆様に一足早い春を楽しんでいただ

こうと毎年行っている花木の無料配布。例年

【ファミリースポーツゾーン】南管理棟で実施し

ていましたが、今年はアルウィンにて『遊んで

学んでスカイパーク』との同時開催が決定。

レンギョウ・ユキヤナギ・ヒュウガミズキの

３種類を午前・午後の２回、各回先着 100

名様に配布する予定です。

※時間等詳細は決まり次第 HP 等でお知らせいたします。

その他
卓球コーナー・
将棋コーナーなど

本物のショベルカーに乗ろう !
男の子の憧れ !
はたらくくるまの代表格

〈ショベルカー〉に乗っ
て操作してみよう！

セグウェイ試乗会
次世代モビリティ

〈セグウェイ〉に乗ってみ
ませんか ?
対　象：16 歳以上の方
時　間： 10:00 ～15:30
   （随時受付）
参加費：保険代として 500 円をご負担いただきます。

　　他にも楽しい企画がいっぱい !

キッズサッカーフェスティバル
会　場：松本市サッカー場
対　象：保育園 年中・年長
時　間： 11:00 ～12:30
定　員：100 名
参加費：無料
※詳細は決まり次第松本市サッ
カー場 HP 等でお知らせします。

自転車に乗れない子のための 自転車教室
自転車に乗れるコツを丁寧に指導 !　乗れた瞬間の感動を一緒
に味わいませんか ?
講　師：総合型地域スポーツクラブ skIp（スキップ）まつもと
対　象：保育園 年中以上
  ※園児は必ず保護者の方と一緒にご参加ください。

時　間： 14:00 ～16:00
定　員：10 名
参加費：1,500 円（保険込）
※お家に自転車がある方はお持ちください。

「みえないものがみえてくる！？」  絵画教室
あか・あお・きいろ（色の三
原色）の絵の具だけで絵を描
こう!
遊びながら子どもの感覚と個
性をみがく絵画教室です。
講　師：日本山岳画協会会員
 　千葉　潔 先生

対　象：保育園～小学生 
  ※園児は必ず保護者
  の方と一緒にご参加
  ください。

時　間： ①10:00 ～12:30
  ②13:30 ～16:00
定　員：各回 15 名
材料費：300 円

　　子どものための講座・教室

スポーツ吹き矢教室
今話題のニュースポーツ。お子さん
から大人まで楽しめます。
※参加費無料。随時体験できます。

スタジアムツアー
アルウィンの中を楽しいガイドとと
もにぐるっと見学。
普段は入れない秘密の場所も ??
時　間： ①11:00 ～　②14:00 ～

フラワーアレンジメント教室
講　師：花のアトリエ里香（りこ）主宰　フラワーデザイナー
 　塩原　佳代子 先生

毎年好評のフラワーアレンジメント教室。
「興味はあるけど教室に通うのはちょっと難し
いな…」という方、この機会にぜひ体験してく
ださい !
今回は下記の 2 種類をご用意。
●プリザーブドフラワープチアレンジ　 800 円
●アートフラワーコサージュ  500 円

そば打ち名人直伝 !  そば打ち教室
講　師：『信州・松本そば祭り』信州そば打ち名人戦 第四代名人
 　西川　朋子 先生

時　間： ①10:00 ～　②13:00 ～
定　員：各回 10 名（親子での参加可）
材料費：1,500 円（打ったそばはお土産に !）

　　子供から大人まで、また親子で楽しめる！

月イチ特集

節分、そして立春と暦の上では「春」を迎える2月ですが、信州は冬真っ只中。厳しい寒さが続きますが、信州スカイパークには

寒さに負けずウォーキング、ランニング、マレットゴルフなどを楽しむ元気な人たちが集まっています。そんなスカイパークで毎年

この時期に開催されるのが『遊んで学んでスカイパーク』。シーズンオフのアルウィンで大人も子供も楽しく遊んで学べる講座・教

室などが盛り沢山のイベントを今年も2月22日（土）に開催します！

そこで、今月の月イチ特集は『遊んで学んでスカイパーク』の楽しい企画の数々を昨年度の様子とともにご紹介します。

『遊んで学んでスカイパーク』
冬のアルウィンで楽しい1日を！
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　今年の冬は寒気の影響か、身体の芯から冷えるような寒さを感じます。そんな厳しい寒さの中ではありますが、園内ではラン

ニングやウォーキングをされる元気な方を毎日お見かけします。また、休日にはソリ遊びや雪だるまづくりなど、雪遊びをされる

ご家族で賑わっております。

　信州スカイパーク内の各施設でもスポーツ利用が盛況です。休日はバドミント

ンやハンドボール等の大会が開催されている他、平日もテニスやフットサルなど

の練習でほぼ毎日ご利用があります。スカイパークを利用された方が笑顔になっ

て帰っていただけるよう、これからも維持管理業務に努めたいと思っています。

　さて、いよいよソチオリンピックが開幕します。多くの競技でメダルが期待さ

れていますが、個人的にはフィギュアスケート、スキージャンプ、カーリング等

を特に楽しみに応援したいと思っております。

　冬のスポーツシーズンも真っ只中、冬期もスカイパークをご利用ください。

冬でもスカイパーク

　早春の信州スカイパークを、美しい眺望を楽しみながら駆

け抜ける―

　毎年長野県内外から多数の方が参加するランニングの一大

イベント『春ラン』が今年も 3 月 21 日（金）春分の日に開

催されます。

　参加者のエントリーは

1 月 31 日（金）をもっ

て終了しましたが、ただ

今、大会当日さまざまな

サポートをしていただく

ボランティアの方を募集

しております。

お申し込み・お問い合わせ

春ラン実行委員会事務局（TOY BOX 内）
〒390-1243　長野県松本市神林 5300
TEL 0263-57-2211　　FAX 0263-57-0444
E-mail　info@haruran-skypark.jp

春ラン公式サイト　http://www.harurun-skypark.jp/

■主な活動内容

参加者・スタッフ受付、ランナーへの給水・給食、コース（沿道）

の整理等、ランニング大会運営にかかわる諸業務

活動時間：大会当日 7：00 ～ 15：00（予定）

■申し込みの条件

●下記のいずれかのボランティア説明会に参加できること。

　①2014 年 3 月 8 日（土）10 時～ 11 時【アルウィン会議室】
　②2014 年 3 月 12 日（水）19 時～ 20 時【　　同　上　　】

●活動日現在15 歳以上であること。  ※中学生は参加できません。

●指定の場所、時間で活動が可能であること。

●屋外で、立ったままでの活動が可能であること。

●日本語の日常会話と読み書きができること。

●その他主催者が定める注意事項等を守れること。

■申し込み方法

春ラン公式サイトから【申し込み書（PDF）】を印刷し、必要事

項をご記入の上、左記の春ラン実行委員会事務局宛に郵送または
FAX でお送りください。お電話でも承ります。

またアルウィン窓口にも申し込み書を用意しておりますので、直接
お越しいただいてのお申し込みも可能です。

申し込み締切：2 月 28 日（木）必着

■その他

大会当日は食事（お弁当）が支給されます。

記念グッズ進呈。

ボランティアスタッフ募集要項　春の松本ランニングフェスティバル 2014
 in 信州スカイパーク

ボランティアスタッフ大募集！

SKYPARK News

　年末の信州スカイパークで、2013 年を締めくくる様々なイベントが開催されました。

冬休みに入った 12 月 28 日（土）、師走の園内を走って来たる年への英気を養うラン

ニングイベント『年忘れ ! 年末走り納めランニング 2013』が、陸上競技場を出発点

に園内で開催されました。一昨年にも企画されたイベントでしたが雪のため中止となり、

今回が初めての開催となりました。子供か

らお年寄りまで約 40 名の方が参加し、晴

天に恵まれた園内を思い思いのペースで元

気に走っていました。

　12 月 30 日（月）には、自分で打った

そばをご家庭に持ち帰って大晦日に食べて年越しをしていただこうと、陸上競技場１階の『カフェ

ジョイフル』（冬期休業中）でそば打ち教室が開かれました。冬休み中ということもあり、親子

連れなど 75 名もの方にご参加いただきました。講師は『信州・松本そば祭り』信州そば打ち

名人戦 第４代名人の西川朋子さん。参加者の皆さんは、西川さんから本格的なそば打ちの手ほ

どきを受けながら生地をこね、延ばし、切るまでの工程を体験。一生懸命打ったそばを家族に

も味わってもらうのを楽しみにそれぞれのご家庭に持ち帰っていました。

　そして大晦日のやまびこドームでは、今回で８回目となる恒例の『年越しフットサル in やまび

こドーム』が開催され、フットサル愛好家など大勢の方が参加し各種試合やリフティング大会な

どを広い屋内グラウンドで満喫しながら 2013 年を締めくくりました。

　2013 年の締めくくりをスカイパークで
―走り納めランニング、そば打ちなど年末イベントを開催 　

75 人が参加した年越しそば打ち教室 （12/30）

スカイパークで走り納め （12/28）

年越しフットサル in やまびこドーム （12/31）

遊んで学んでスカイパーク22（土） TOY BOX

アルウィン

中信地区中学校新人駅伝大会4（水）・5（木） 中信地区陸上競技協会

陸上競技場

ウィンター坪田杯ハンドボール大会8（土） 長野県ハンドボール協会

スミセイカップレディスフットサル大会9（日） 中信フットサル連盟

ウィンター坪田杯ハンドボール大会15（土）・16（日） 長野県ハンドボール連盟

松本広域ソフトバレーボール大会23（日） 松本ソフトバレーボール連盟

体育館

※ 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。

大会・イベント名日　付 主　催

２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
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