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滝流れトランジット広場
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１０ｋｍ周回コース

ハーフ（4.5ｋｍ）コース

信 州 ま つ も と 空 港

アルウィン

南管理棟

やまびこドーム

陸上競技場

今井東

寺家

川東

空港入口

今井北耕地

【花のプロムナードゾーン】からやまびこドーム方面へ向かうと

信州まつもと空港の管制塔が見えてきます。連絡橋を渡れば、

空港ターミナルに隣接するエリア【ターミナルゾーン】です。そ

の入口にあたるトランジット広場は、園路沿

いの針葉樹が印象的な憩いの場所です。

広場にはケムリノキやナンジャモンジャノ

キといった珍しい木があり、初夏から夏にかけて花を咲かせます。また、

毎年６月頃には園路の両側を白やピンクのバラが彩ります。

トランジット広場

【ターミナルゾーン】は、アカ

マツ林を始め、ケヤキ、カシ、

サクラ等、多種多様な樹木に囲

まれた敷地の中に流れや池など

の水辺や芝生の広場、遊具等が

あり、スカイパーク内でもゆっ

たりくつろげる憩いのエリアの

一つです。石畳の広場の脇を流れる水辺（滝流れ）は、小さなせせら

ぎの音に耳を傾けながら涼しい木陰で

のんびり休憩できる人気のスポットで、

休日ともなると水遊びをする子どもた

ちで賑わいます。また、流れの上流に

は人工の滝があり、シーズン中は涼感

を演出する仕掛けも楽しめます。

滝流れ

滝流れの水は、最終的にドーム南

側の修景池に流れ込みます。池のほ

とりにはラベンダー畑や木陰のベンチ

があり、水面から時折あがる噴水を

眺めながらくつろぐことができます。

水鳥がゆっくり羽を休めるかわいらし

い姿に遭遇することも。

修景池

やまびこドームの南側には、ドーム

と対をなす石畳の円形の広場があり

ます。広場には弧を描くように配置

された、アルプスの山並みをイメージ

したベンチや、中央には近未来的な

雰囲気の巨大なモニュメントがあり、

独特の空間を創り出しています。

シンボル広場

修景池横の芝生の広場に立つ、爽や

かな木陰を作る大きな木、そして北ア

ルプスの山並みをイメージしてつくられ

た木製のオブジェは金属の鐘を音階順

に配列したカリヨンです。澄んだ音色

で時間を知らせてくれます。

カリヨン

スカイパークを 1 周するサイクリング＆

ウォーキングコースは、もちろん【ターミ

ナルゾーン】の中も通ります。園路の改修

などに伴い、一昨年に全長 9km だったコー

スを10km に延長した際、【ターミナルゾー

ン】内のコースも大型木製遊具から修景池

の横を通る比較的短いルートから、アカマ

ツ林を抜けてやまびこドームの南側を通る

ルートに大幅な変更が加えられました。園

路沿いにはケヤキやユリノキなどの並木もあ

り、ちょっとした森林浴気分が楽しめるコー

スとなっています。

 園内ではスピードを落として走行してください。

サイクリング＆ウォーキングコース

アカマツ林の中には、信州博覧会

の際に展示された石の彫刻たちが点

在しています。目で見るだけでなく、

作品に直に触れて質

感や凹凸などを楽

しみつつご鑑賞く

ださい。

触れる彫刻

修景池の近くにはバーベキューピッ

トがあり、シーズン中はたくさんの方

がバーベキューを楽しんでいます。無

料の施設ですのでどなたでもお気軽に

ご利用頂けますが、休日は混み合い

ますので譲り合ってご利用ください。

 荷物等での場所取りはご遠慮ください。

バーベキューピット

大型木製遊具

の南西には、信

州まつもと空港

の滑走路を望む

小高い丘があり

ます。頂上には

あずまやなどが

あり、ベンチに腰掛けてくつろぎながら隣接する信州ま

つもと空港を離発着する飛行機やヘリコプターなどを間

近に見られる人気スポットです。

展望台

やまびこドームの西側、アカマツ林の外

れには子どもの冒険心をくすぐる大きな木

製の複合遊具があります。宇宙船か秘密基

地のような円盤型の建物の中には、「伝声

管」や「パラボラアンテナ」「オープンプラ

ネタリウム」等、全部で 25 種類の遊びの

エリアがあり、思い切り体を動かして楽し

く遊びながらさまざまな発見もできる人気の遊具です。昨年リニューアルしたばか

りのこの遊具には、新たに小さなお子様向けのカ

ラフルなハウス型の遊具も

加わり、木のぬくもりを

感じながらより安全に楽

しく遊んでいただけるよ

うになりました。

大型木製遊具
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月イチ特集

先月の月イチ特集では、スカイパークの主な施設の一つ「やまびこドーム」について詳しくご紹介しま

した。さまざまなイベントが開催される他、テニス・フットサルなどのスポーツも楽しめるやまびこドーム。

その周辺にはアカマツ林や芝生が広がり、緑豊かなエリア内には遊具や水辺、涼しい木陰のある広場など、楽しく遊べてゆったりと

散策や休憩もできるスポットがたくさんあります。また、スカイパークに隣接する形で信州まつもと空港のターミナルを始めプールや

図書館（松本市）等の施設があり、【ターミナルゾーン】とその周辺のエリアだけでも1日楽しく過ごすことができます。

今月は、やまびこドームだけではない【ターミナルゾーン】のみどころ・遊びどころを特集します。

やまびこドーム 周辺は憩いのス ポットがいっぱい！　　　　　　　
【ターミナルゾーン】大特集　　　　　
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9 月に入り、厳しい暑さもようやく和らいできました。時折吹く心地よい風に秋の気配を感じます。

ボランティア団体「花守りの会」の皆様が丹念に花畑の世話をしてくださっている【野と花のゾーン】ではひまわりやマリーゴー

ルドが咲き終わり、替わってコスモスが咲き誇り今年も見頃を迎えています。

信州スカイパークでは秋も色々なイベントを予定しています。陸上競技場では『障がい者スポーツ大会』を開催予定です。

（※陸上競技場はこれ以後改修工事に入ります。）アルウィンではＪリーグがシーズン後半

戦を迎え、ますます熱戦が期待されている他、昨年ご好評いただいた『アルウィン

無料開放』を今年も開催予定です。また長野高専様を講師にお迎えする『スカイパー

ク科学館』や、今年から一般の参加者も募集している『信大マラソン』なども予定

されています。お子様から大人の方まで幅広い年齢層の方に気軽に楽しくご利用頂

ければと思います。（一部定員のあるイベントがありますのでご確認ください。）

秋の公園は見所いっぱいです。大勢の皆様のお越しを心よりお待ちしております。

秋の信州スカイパーク

SKYPARK News
８月に入ったスカイパークで、恒例の『ラベンダーフェスティ

バル』と『花と緑のフェスティバル』が相次いで開催されま

した。２日（土）に開催されたラベンダーフェスティバルでは、

訪れた方が【ターミナルゾーン】修景池のほとりでラベンダー

の摘み取りやフラワーアレンジなどを楽しみました。９日（土）

の『花と緑のフェスティバル』では、南管理棟周辺で花苗・チッ

プの無料配布や高所作業車・セグウェイ体験などを行い、夏

休み中の家族連れなどが参加しました。

　夏休みの園内で花と緑のイベント開催

写真左 ： 8/2 『ラベンダーフェスティバル』

写真右 ： 8/9 『花と緑のフェスティバル』

13：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 32 節
松本山雅 FC vs カマタマーレ讃岐20（土）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

18：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 31 節
松本山雅 FC vs ファジアーノ岡山

14（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 34 節
松本山雅 FC vs コンサドーレ札幌28（日）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

アルウィン

13：30 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 アルティスタ東御21（日） 北信越社会人サッカー連盟

芝生グラウンド

中信高等学校新人体育大会陸上競技大会5（金）～7（日） 中信高等学校体育連盟

高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2014 長野県リーグ 1 部13（土） 長野県サッカー協会

第 14 回長野県障がい者スポーツ大会14（日）
長 野 県

NPO 法人長野県障がい者スポーツ協会
長野県精神障害者スポーツ推進協議会

陸上競技場

第 14 回長野県障がい者スポーツ大会14（日）
長 野 県

NPO 法人長野県障がい者スポーツ協会
長野県精神障害者スポーツ推進協議会

14：00 開始（予定）　bj リーグ 2014-2015 SEASON プレシーズンゲーム
信州ブレイブウォリアーズ vs 東京エクセレンス27（土） 株式会社信州スポーツスピリット

球技場

信州婦人健康のつどい10（水） 長 野 県

やまびこレディースオープンバドミントン大会21（日） 長野県レディースバドミントン連盟

グレープカップ IN 塩尻23（火・祝） 塩尻ソフトバレーボール連盟

第 23 回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 長野県大会6（土）・7（日） 長野県サッカー協会

高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2014 長野県リーグ 1 部20（土） 長野県サッカー協会

高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2014 プリンスリーグ北信越28（日） 長野県サッカー協会

第 14 回長野県障がい者スポーツ大会14（日）
長 野 県

NPO 法人長野県障がい者スポーツ協会
長野県精神障害者スポーツ推進協議会

体育館

長野県秋季高校選抜テニス大会6（土）・7（日） 長野県テニス協会

第 60 回長野県テニス選手権13（土）～15（月・祝） 長野県テニス協会

2014 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会長野県予選20（土）・21（日） 長野県テニス協会

2015 全国中学校選抜テニス大会長野県予選23（火・祝） 長野県テニス協会

2014 長野県秋季ジュニアテニス大会27（土）・28（日） 長野県テニス協会

庭球場

大会・イベント名日　付 主　催
※ 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。

９月 イベントインフォメーション

9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

6 日（土）9：00 ～ 11：00　ヒマワリの片付け

　集合場所：6 号駐車場（野と花のゾーン）

13 日（土）9：00 ～ 11：30　ポピー等の種蒔き／交流会

　集合場所：6 号駐車場（野と花のゾーン）

27 日（土）8：30 ～ 11：00　ヒマワリ種取り

　集合場所：アルウィン ※天候等により予定が変更になる場合がございます。

10 月 4 日（土）10 月 4 日（土）『信州チャレンジスポーツ DAY 2014』開催

【ファミリースポーツゾーン】南管理棟周辺では、

●おもしろ自転車・サイクリング自転車の無料貸出
●セグウェイ・ペタンク・バリアフリーディスクゴルフ体験

などを行います。10 月 4 日は信州スカイパークに是非お出かけください！

『信州チャレンジスポーツ DAY 2014』の詳細は
　http://www.pref.nagano.lg.jp/taiikucenter/csd2014.html

9:00 ～ 15:00 スポーツが変える～人・くらし・地域・未来

【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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