
　スティックでボールを打ち、より少ない打数でカップ

インさせることを競うスポーツ。英語で「木槌」を指

すマレット（mallet）でボールを打つゴルフ、という意

味から「マレットゴルフ」と名付けられました。基本的

なルールは通常のゴルフに準じますが、会場によっては

ローカルルールが設けられている場合もあります。長野

県内でも競技人口が多く、中高年の方を中心にたいへ

ん人気のあるスポーツです。ゴルフよりも気軽に、広々

としたコース

でプレーできるので、休日などにはご家族連れや若者など幅広い

年齢層の方がマレットゴルフを楽しんでいます。

　信州スカイパークには【競技スポーツゾーン】陸上競技場周

辺の林間コース「やまびこ」「しらかば」コースと、アルウィン

がある【みどりの交流ゾーン】の芝のコース「かもしか」「らいちょ

う」コースの計 2 か所 4 コース（各 18 ホール）があります。

　スカイパークのマレットゴルフコースは無料の施設ですので、

用具をお持ちいただければどなたでも無料でご利用いただけま

す。また、陸上競技場・アルウィンの各窓口にて用具の貸し出

し（有料）、スコアカードの販売も行っています。

※スカイパークのマレットゴルフコースは無料でご自由にお使いいただける施設のため、 貸切での
ご利用はできません。 大会、あるいは 20 名様以上の団体でご利用される場合は、開催日・
時間・利用人数・代表者のお名前と連絡先を TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター
までお知らせください。 一般の利用者に周知するため掲示させていただきます。
　みんなが気持ちよく安全にプレーできるよう、 マナーを守り、 譲り合ってご利用いただきますよう
お願いいたします。

マレットゴルフ

1 回 1 セット 200 円

各１部 30 円「かもしか･らいちょう」
「やまびこ･しらかば」

用具

スコアカード

料　金

　パター１本を用い、普通のゴルフコースを小さくしたようなミニコースで行うスポーツ。ルール等も簡単で長い距離を歩き

まわらずに済むので、お子様やお年寄りでも気軽に楽しむことができ

ます。スカイパークでは【ファミリースポーツゾーン】に信州まつも

と空港の滑走路を望む全18 ホールのパターゴルフコースがあります。

昨年リニューアルしたコースはとてもきれい！ また、見事ホールイン

ワンを出された方にはお楽しみもあります。是非挑戦してみてください！

■パターゴルフコース

場　　所【ファミリースポーツゾーン】

受付時間　9：00 ～16：00
　　　　　（9 ホールの場合は 16：30 まで）

利用方法　券売機にて貸出し券をお求めの上、
　　　　　　南管理棟で受付してください。

パターゴルフ

区　　分

一　般

小中高

1,000 円

500 円

18 ホール
料　　　　金

9 ホール

600 円

300 円
すぐ隣には信州まつもと空港の滑走路、そして遠く北アルプス

の山々を望む最高のロケーションです。

　ペタンク、ホースシューズと並ぶニュースポーツの一種。ボールの代わりにフライング

ディスクを使う新感覚のスポーツです。ディスクを投げて、バスケット型の専用ホールに

どれだけ少ない回数で入れられるかを競います。投げ方のコツを掴めばさらに楽しくな

りますよ。

■フライングディスクゴルフコース

場　　所【ファミリースポーツゾーン】

受付時間　9：00 ～16：00

利用方法　券売機にて貸出し券をお求めの
　　　　　上、南管理棟で受付してください。

フライングディスクゴルフ
1

料　金 1 時間 200 円

　専用のクラブ・ボールの他、スタートマット、ホール

ポストを使用します。ボールを木製のクラブで打ち、

ホールポストに入れるまでの回数を競うスポーツです。

マレットゴルフやパターゴルフのカップと違い、移動が

可能なかご状のホールポストを使用するので、コースを

自由に設定することができるのもこのスポーツの特徴

です。グラウンドゴルフには距離・ホール数が決まった

標準コースというものがあります。スカイパークには専

用のグラウンドゴルフ場があり、50ｍ・30ｍ・25ｍ・

15ｍ各 2 ホール、全 8 ホールの標準コースが 3 コースあります。

　グラウンドゴルフ場もマレットゴルフ同様、無料でご利用いただける施設です。

遠く北アルプスを望む広々としたコースでのびのびとグラウンドゴルフをお楽しみく

ださい。

■グラウンドゴルフ場

場　　所【ファミリースポーツゾーン】

受付時間　9：00 ～16：00

利用方法　券売機にて貸出し券をお
求めの上、南管理棟で受付してください。

グラウンドゴルフ
南管理棟から一般道を挟んで西側にあるグラウンドゴルフ

場。 広々としたコースからは北アルプスも望めます。

用具貸出料金 1 セット 1 時間 200 円

※答えは裏面にあります。

②

④

①

③

Q. どのスポーツの用具でしょう？

信 州ま つ もと 空 港

アルウィン
陸上競技場

やまびこドーム

南管理棟

やまびこ･しらかばコース かもしか･らいちょうコース
グラウンドゴルフ場

パターゴルフコース

フライングディスク
ゴルフコース

TOY BOX
南管理棟事務所

（受付・用具貸出）

おもしろ自転車

広場

サイクルセンター

4

 　　ご注意！
園内でのゴルフ（素振りも含む）は、 他のお客様に大けがを負わせる可能性が
あり大変危険ですので絶対におやめ下さい。また、マレットゴルフなどにつきましても、
コース以外の場所でのプレー ・ 素振りはおやめ下さい。

月イチ特集

　長野県随一の広さを誇る信州スカイパーク。広～い園内にはさまざまなスポーツ施設やレクリエーション

施設がありますが、その中で意外に多いのが「○○ゴルフ」と名のつくスポーツです。公園内ではゴルフ場

で行うようないわゆる本家のゴルフこそできませんが、人気のマレットゴルフを始めとするこれらのス

ポーツはルールなどが比較的簡単で特別な技術や体力をあまり必要としないので、初心者や運動が苦手

という方でも、またお子様からお年寄りまでどなたでも気軽に楽しむことができます。

　今月は、スカイパークで楽しめるいろんな“ゴルフ”をご紹介します！

マレット、パターetc . . .　　　　　　　　　　　　　　　　　
ス カイパークで楽しめる“ゴルフ”いろいろ

shinshu-skypark.net
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スカイパーク写真館
今月号より、スカイパークスタッフのおすすめ情報や園内でのひとコマ、風景などを写真を通してご紹介していきます。

今月は【ターミナルゾーン】の五月の風景をお届けします。

NEW!

今年は、ハンカチノキが綺麗に咲きました。 滝流れのミストも涼しい風を送っています。

トランジット広場のハナミズキ。 「ナンジャモンジャノキ」もこの時期花を咲かせます。

SKYPARK News
5 月 18 日（日）、『FM 長野エバーグリーンキャンペーン

～サンパチェンスミーティング in 信州スカイパーク』が開

催され、応募した親子連れなど約 100 名の参加者が、ア

ルウィンや北アルプスを望む【みどりの交流ゾーン】の花壇

やプランターに安曇野生まれの花き園芸植物「サンパチェ

ンス」の苗を植えました。

夏の暑さや日差しに強いといわれるサンパチェンス。生長

して鮮やかな花を咲かせてくれるのが楽しみです。

　【みどりの交流ゾーン】でサンパチェンス植栽イベント

18：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 19 節
松本山雅 FC vs ザスパクサツ群馬21（土）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

19：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 18 節
松本山雅 FC vs ギラヴァンツ北九州14（土） 日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

14：00 KICK OFF（予定）　第 19 回長野県サッカー選手権大会　決勝
FC 上田ジェンシャン vs 松本大学サッカー部29（日） 長野県サッカー協会

長野県高等学校総合体育大会　準決勝・決勝7（土）・8（日） 長野県高等学校体育連盟

全日本少年サッカー大会　決勝15（日） 長野県サッカー協会

U15 クラブユース選手権　決勝22（日） 長野県サッカー協会

アルウィン

11：00 KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ
アンテロープ塩尻 vs サウルコス福井1（日） 北信越社会人サッカー連盟

芝生グラウンド

第 9 回中信地区小学生陸上競技大会7（土） 中信地区陸上競技協会

長野県高等学校総合体育大会　準決勝7（土） 長野県高等学校体育連盟

長野県実業団陸上競技選手権大会・長野県マスターズ陸上競技選手権大会8（日） 長野陸上競技協会

アップルランド S&B 杯第 10 回ちびっこ健康マラソン大会14（土） 株式会社アップルランド

長野県国体第 3 回選考会兼長野県 6 月競射会15（日） 長野県アーチェリー協会

北信越高等学校体育大会陸上競技会19（木）～22（日） 長野県高等学校体育連盟

長野県陸上競技選手権大会混成競技大会・国体強化記録会28（土） 長野陸上競技協会

第 31 回長野県小学生陸上競技大会29（日） 長野陸上競技協会

陸上競技場

北信越フットボールリーグ
11：00 KICK OFF（予定）　アルティスタ東御 vs JAPAN.S.C
14：00 KICK OFF（予定）　FC 上田ジェンシャン vs ヴァリエンテ富山

1（日） 北信越社会人サッカー連盟

球技場

長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技5/31（土）～2（月） 長野県高等学校体育連盟

長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 6（金）～ 8（日） 長野県高等学校体育連盟

中部日本卓球選手権ジュニアの部長野県予選会14（土） 中信高等学校体育連盟

全日本大学フットサル大会15（日） 長野県フットサル連盟

中信地区中学校体育大会 バドミントン競技21（土） 中信地区中学校体育連盟

全国都道府県フェスティバル長野県予選会22（日） 塩尻ソフトバレーボール連盟

中信地区中学校体育大会 卓球競技28（土）・29（日） 中信地区中学校体育連盟

体育館

2014 全国小学生テニス選手権北信越予選6（金）～ 8（日） 長野県テニス協会

2014 全国中学生テニス選手権長野県予選14（土） 長野県テニス協会

国体テニス競技長野県予選会21（土）・22（日） 長野県テニス協会

2014 全国スポーツマスターズ長野県予選28（土） 長野県テニス協会

庭球場

やまびこドーム

大会・イベント名日　付 主　催

信州夢街道フェスタ 2014 in やまびこドーム5/31（土）・1（日） 信州夢街道フェスタ 2014 in
やまびこドーム実行委員会

※ 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。

オモテ面の答え：①グラウンドゴルフ　②マレットゴルフ　③ディスクゴルフ　④パターゴルフ

６月 イベントインフォメーション

6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

7 日（土）9：00 ～ 11：30

　コスモスの種蒔き／交流会

　集合場所：6 号駐車場（野と花のゾーン）

28 日（土）9：00 ～ 11：00

　ファミリースポーツゾーン刈込

　集合場所：4 号駐車場（ファミリースポーツゾーン）

※天候等により予定が変更になる場合がございます。

【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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