
　スカイパークの花のボランティア【花守の

会】の皆さんが秋に種をまき、厳しい冬を

乗り越えた翌年の５月頃に花を咲かせます。

一斉に咲きそろった赤やピンクの可憐な花が

風に揺れる様子がとてもきれいです。

① ポピー  Poppy  雛罌粟　ケシ科（一年草）

開花時期：5 月下旬～ 6 月中旬
【野と花のゾーン】ワイルドフラワー園
〔最寄駐車場：6 号駐車場〕

　長く伸びた枝に小さな可愛らしい花

を沢山つけた様子が雪を連想させます。

② ユキヤナギ  雪柳
　バラ科（落葉低木）

 開花時期：4 月中旬～下旬
 【野と花のゾーン】池周辺　他
 〔最寄駐車場：6 号駐車場〕

　淡いピンクの色合いがとても美しい

花。つぼみの紅色も目をひきます。

③ ハナカイドウ  花海棠
　バラ科（落葉小高木）

 開花時期：4 月下旬～ 5 月上旬
 【野と花のゾーン】玉石広場周辺
 〔最寄駐車場：6 号駐車場〕

　日本のヤマボウシによく似た花を咲かせる

木です。花びらのように見える部分は苞（ほ

う）と呼ばれる葉の変形したもの。秋の実

や紅葉もおすすめです。園内には白の他に

薄紅色のハナミズキもあります。

④ ハナミズキ  花水木　ミズキ科（落葉高木）

開花時期：4 月下旬～ 5 月中旬
【ターミナルゾーン】空港ターミナル南側
の園路沿い〔最寄駐車場：7・8 号駐車場〕

　枝先に結んだハンカチを思わせ

る白い“花”をつける変わった木。

２枚の花びらのように見えるのは、

ハナミズキと同じく葉の変形した

「苞」です。

⑥ ハンカチノキ  （ダヴィディア）　ダヴィディア科（落葉高木）

開花時期：5 月上旬～中旬
【ターミナルゾーン】滝流れ
〔最寄駐車場：8 号駐車場〕

　尾瀬など高原の水辺や湿地での群生

する姿がおなじみの多年草。白い花び

らのような「仏炎苞（ぶつえんほう）」

をまとった円柱状の部分が実は花。

⑦ ミズバショウ  水芭蕉
　サトイモ科（多年草）

 開花時期：4 月下旬～ 5 月下旬
 【ターミナルゾーン】修景池近く
 〔最寄駐車場：8 号駐車場〕

　６枚の花びらがまるで星のよう

な可憐な花を咲かせます。葉の形

やにおいがニラに似ていることか

らこの名がつきましたが、食べる

ことはできません。

⑧ ハナニラ  （別名：イフェイオン）　ユリ科（多年草）

開花時期：3 月下旬～ 4 月下旬
【ターミナルゾーン】9 号駐車場
近く〔最寄駐車場：9 号駐車場〕

　日本の固有種で東海地方の限ら

れた範囲にのみ自生するとても貴

重な植物です。淡い紅色の美しい

花をたくさんつけます。

⑨ シデコブシ  四手辛夷　モクレン科（落葉小高木）

開花時期：3 月下旬～ 4 月中旬
【みどりの交流ゾーン】アルウィン
周辺〔最寄駐車場：14 号駐車場・
アルウィン駐車場〕

　明るく鮮やかな赤い花が一斉に咲き

そろう様子はとても華やかです。

⑩ クルメツツジ  久留米躑躅
　ツツジ科（常緑低木）

 開花時期：5 月上旬～中旬
 【みどりの交流ゾーン】アルウィン周辺
 〔最寄駐車場：14 号駐車場・

アルウィン駐車場〕

　すらりと伸びた枝に鮮やかな黄色の

花をたくさんつける春らしい花。スカイ

パークの季節のイベント『早春のかほり

お届けします～花木無料配布』でもお

なじみの花です。

⑫ レンギョウ  連翹
　モクセイ科（落葉低木）

 開花時期：4 月上旬～下旬
 【競技スポーツゾーン】陸上競技場周辺
 〔最寄駐車場：1号駐車場〕
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　名前の分からない木に対して「あ

の木はなんじゃ ?」と言っていた

のが転じて「ナンジャモンジャノキ」

と呼ばれるようになったとか。ヒ

トツバタゴ以外にも「ナンジャモ

ンジャノキ」と呼ばれる木あり。

ハンカチノキと同様、園内にある

珍しい木の一つです。

⑤ ナンジャモンジャノキ  （正式名称：ヒトツバタゴ）
　モクセイ科（落葉高木）　　　　　開花時期：5 月下旬

【ターミナルゾーン】トランジット広場
〔最寄駐車場：8 号駐車場〕

　色の名前にもなっている美しい黄色

の花。園内には八重咲きのものもあり。

⑪ ヤマブキ  山吹
　バラ科（落葉低木）

 開花時期：4 月下旬～５月中旬
 【みどりの交流ゾーン】アルウィン周辺
 〔最寄駐車場：14 号駐車場〕

開花時期は信州スカイパークにおける平均的なもので、気象条件等により前後する可能性があります。予めご了承ください。

スカイパークのサクラいろいろ
４月を代表する花といえば何と言ってもサクラですよね。信州スカイパークにも【花のプロムナードゾーン】のサクラ（ソメイヨシノ）並木を始め

とするお花見スポットがありますが、園内で見られるサクラは何もソメイヨシノだけではありません。ここではスカイパークで見られるちょっと珍し

いサクラをご紹介します。

　 マメザクラ

ソメイヨシノなどより一足早く咲き始め、他のサ

クラに比べて小ぶりの花を咲かせます。

開花時期：４月
【みどりの交流ゾーン】親しみ広場

〔最寄駐車場：14 号駐車場〕

1 　 ウワミズザクラ

動物のしっぽの様な形の花を咲かせるサクラの

一種。サクラの中では遅く咲き始める方です。

開花時期：5 月
【ファミリースポーツゾーン】大芝生広場近く

〔最寄駐車場：3 号駐車場〕

2 　 ヤマザクラ

花と葉が同時に展開するのが特徴です。

開花時期：４月
【ターミナルゾーン】修景池近く
〔最寄駐車場：8・10 号駐車場〕

3

月イチ特集

待ちに待った春がやって来ました。新年度を迎え、入学式・入社式など何かと華やいで心が浮き立つ時期ですね。

信州スカイパークでも園内のあちこちで春の花が咲き始め、色も形も様々な花が公園を華やかに彩ります。

今月は春の花として皆さんにもおなじみのものからちょっと珍しいものまで、スカイパークで春から初夏にかけて見られる

花達をご紹介します。

　スカイパーク花巡り【春編】お花見シーズン到来!
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新年度になりました。スカイパークでは J リーグや陸上大会など様々な屋外スポーツシーズンに入りました。暖か

くなり、ウォーキング・ランニングなど楽しまれる方も増えていよいよ公園内も活気があふれてきます。また、公

園内の植物に目を向けると、ユキヤナギがかわいらしい花をつけ、レ

ンギョウが鮮やかな黄色い花を咲かせています。そして、サクラが咲

き園内に色を付けます。

皆様、四季折々移ろいゆくスカイパークを存分にお楽しみください。

最後になりますが、信州スカイパーク 5 年間の維持管理に携わらせ

ていただきます。改めて身の引き締まる思いでおります。引き続き皆

様が安心して笑顔で帰っていただけるよう努めたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

春爛漫

SKYPARK News
　信州スカイパークの園内で剪定の際に出た枝を室内で温度管理して開花させ、ひと足早い春

を来園者の皆様に楽しんでいただこうと無料でお配りする季節のイベント『早春のかほりお届け

します～花木無料配布』。今年は 2 月 22 日（土）にアルウィンで開催しました。

　2 月上旬から中旬にかけて関東甲信地方を襲った記録的な大雪により、同時開催を予定して

いたイベントが中止になるなどの影響を受けましたが、当日のアルウィンには配布開始時間の前

から行列ができました。今回は例年配布しているユキヤナギ・レンギョウ・ヒュウガミズキに

加え、淡いピンクの花を咲かせたサクラもご用意することができました。

　毎年このイベントを楽しみにされている方も、たまたま近くを通りかかったという方も、ひと

抱えの“春”の贈り物を喜んでいただけたようです。

　今年はアルウィンで「早春のかほりお届け」しました

　今年も J リーグの季節がやってきました。3 月 2 日に開幕した J2 のリーグ戦では、松本山雅 FC がアウェイで東京ヴェルディとの試合を白星で

飾る好スタートを切っています。そして16 日（日）に行われた J2 第 3 節 松本山雅 FC vs V. ファーレン長崎戦で、アルウィンの 2014シーズン

がいよいよスタートしました。結果は惜しくも 0‐0 の引き分けでしたが、詰めかけた 14,048 人のサポーター・観客の皆さんが熱い声援を送っ

て選手達を後押ししていました。

　昨年の総合順位 7 位という好成績を収めた松本山雅 FC。今年は J1 昇格圏内の 6 位以内を目標に盤石の態勢で臨んでおり、人気・期待ともま

すます高まってきています。アルウィンがこれまで以上の熱気に包まれるのは間違いありません。

　アルウィンの 2014 シーズンがスタート
　　　　　　　　　　　　　　　―3 月 16 日（日）の J2 松本山雅 FC ホーム開幕戦で

13：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 8 節
松本山雅 FC vs 京都サンガ F.C.

20（日）
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 リーグディビジョン２　第 9 節
松本山雅 FC vs FC 岐阜

26（土）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

アルウィン

長野県市町村対抗駅伝競走大会29（火・祝）
長野陸上競技協会

SBC 信越放送
信濃毎日新聞社

長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会29（火・祝）
長野陸上競技協会

SBC 信越放送
信濃毎日新聞社

陸上競技場

長野県レディースバドミントン選手権6（日） 長野県バドミントン協会

ハンドボール中信強化リーグ大会12（土） 長野県ハンドボール協会

リバティーカップソフトバレーボール春季大会13（日） リバティークラブ

国民体育大会卓球競技中信予選会19（土） 中信高等学校体育連盟

ソフトバレーボール レディース大会20（日） 松本ソフトバレーボール連盟

長野県中学生春季バドミントン選手権大会26（土）・27（日） 長野県バドミントン協会

長野県クラブ卓球選手権大会29（火・祝） 松本卓球連盟

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

４月 イベントインフォメーション

長野県アーチェリー 4 月競射会19（土）・20（日） 長野県アーチェリー協会

長野県陸上競技春季大会26（土）・27（日） 長野陸上競技協会

【発行】　　長野県松本平広域公園指定管理者
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