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信州まつもと空港信州まつもと空港
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今井プール
松本市　
今井プール

松本市空港図書館松本市空港図書館 松本市サッカー場松本市サッカー場
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池・流れ池・流れ

大芝生広場大芝生広場

おもしろ
自転車
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おもしろ
自転車
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パターゴルフコースパターゴルフコース

グラウンドゴルフ
コース
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コース

ピクニック
　広場

ピクニック
　広場

球技場球技場

相撲場相撲場

体育館体育館

補助競技場補助競技場

滝滝 修景池修景池

バーベキュー
広場

バーベキュー
広場

多目的広場多目的広場

芝生グラウンド芝生グラウンド

花木広場花木広場

街かど
広場

街かど
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ふれあい広場ふれあい広場

バラ園バラ園

ストリートバスケット

庭球場 クライミングウォール /
　壁打ちテニス

モニュメント
（噴水）

モニュメント
（噴水）

大型木製遊具大型木製遊具

展望台展望台

風の丘風の丘
信州花の広場信州花の広場 アルウィンアルウィン

やまびこドームやまびこドーム

陸上競技場陸上競技場

南管理棟南管理棟

サイクルセンター
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信州スカイパーク
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サイクリング・
ウォーキングコース（10km）
ハーフコース（4.5km）
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　枝先に楕円形の小さな赤

い実が集まってつきます。別

名《アメリカヤマボウシ》の

名のとおり、春に咲く花は

ヤマボウシ（⑬）によく似

ていますが、秋になる実は

形が全く異なります。実だ

けでなく紅葉もおすすめ。

① ハナミズキ 　ミズキ科（落葉樹）

　【野と花のゾーン】信州花の広場　　〔最寄の駐車場：5 号駐車場〕

　ウメモドキという名前の由

来は、葉の形や枝振りがウ

メに似ていることなど諸説あ

り。枝いっぱいについた小さ

な丸い実は赤くて光沢があ

ります。落葉した後も実が

枝に残るため、長い期間楽

しむことができます。

② ウメモドキ 　モチノキ科（落葉樹）

　【野と花のゾーン】池・流れ周辺　　〔最寄の駐車場：6 号駐車場〕

　燃えるような色の実が枝

先に垂れさがるようになりま

す。ナナカマドという名前は、

木の材質がかたいため「７

回竈（かまど）に入れても

燃え残る」ことからつけられ

たとか。

③ ナナカマド 　バラ科（落葉樹）

　【野と花のゾーン】池・流れ周辺　　〔最寄の駐車場：6 号駐車場〕

　ブドウのよ

うな小さな紫

色 の 実 を 枝

いっぱいにつ

けます。

④ ムラサキシキブ 　クマツヅラ科（落葉樹）

　【野と花のゾーン】池・流れ周辺　　〔最寄の駐車場：
　6 号駐車場〕

　赤い実を枝

いっぱいにつ

けます。これ

から冬までの

長期間、実を

楽しむことが

できます。

⑤ ピラカンサ 　バラ科（常緑樹）

　【ターミナルゾーン】９号駐車場周辺　　〔最寄の駐車場：
　9 号駐車場〕

　鮮やかな瑠璃色の実をつけます。沢

をふさぐように生い茂ることからこの名

がついたそう。５月頃、白いふわふわと

した花を咲かせます。

⑥ サワフタギ 　ハイノキ科（落葉樹）

　【みどりのプロムナードゾーン】園路沿い
　〔最寄の駐車場：11号駐車場〕

　つぶれたような平べったい形をした赤

い実をつけます。公園内の樹木の中で

も早い時期に実が色づき始めます。

⑦ ガマズミ 　スイカズラ科（落葉樹）

　【みどりのプロムナードゾーン】
　　園路沿い（松本市馬術競技場西側）
　〔最寄の駐車場：12 号駐車場〕

　直径が２㎝と大きく、球形に

近いまんまるなどんぐりを実らせ

ます。ちなみに「どんぐり」は

クヌギ・カシ・ナラ・カシワな

どブナ科の木の実の総称です。

⑧ クヌギ 　ブナ科（落葉樹）

　【競技スポーツゾーン】
　　健康の森
　〔最寄の駐車場：2 号駐車場〕

　こちらのどんぐりは、やや細

長い形をしています。ベレー帽

をかぶっているように見える、

おなじみの秋の木の実です。

⑨ コナラ 　ブナ科（落葉樹）

　【ターミナルゾーン】
　　アカマツ林の中
　〔最寄の駐車場：10 号駐車場〕

　枝先にまるくて赤い実を

つけます。先が三つに割れ

ている葉っぱが特徴。

⑩ カンボク 　スイカズラ科（落葉樹）

　【みどりの交流ゾーン】
　　街かど広場
　〔最寄の駐車場：
　　　　　　　13 号駐車場〕

　可愛らしいピンク色の実

が枝から垂れ下がるように実

り、熟すと４つに割れて中か

ら赤い種子が顔を出します。

マユミは漢字で書くと「真

弓」。昔、この木で弓を作っ

たことから真弓という名前が

付けられました。

⑪ マユミ 　ニシキギ科（落葉樹）

　【みどりの交流ゾーン】親しみ広場　　〔最寄の駐車場：14 号駐車場〕

　渕が波打ったような葉が特

徴。10 月～ 11 月頃に赤く

熟し、冬になってもまだ赤い

実をつけています。

⑫ ソヨゴ 　モチノキ科（常緑樹）

　【みどりの交流ゾーン】
　　アルウィン周辺
　〔最寄の駐車場：
　　　　　　　14 号駐車場〕

　その形状がどことなくサクランボや

イチゴを連想させる、鮮やかなオレン

ジ～赤い色の大きくて丸い実をつけま

す。 5月～ 6 月にかけて咲く花はハナ
ミズキ（①）ととてもよく似ています

が、秋になる実は形などが全く異なり

ます。

⑬ ヤマボウシ 　ミズキ科（落葉樹）

　【みどりの交流ゾーン】アルウィン周辺　　〔最寄の駐車場：14 号駐車場〕

ヤマボウシとハナミズキは、花や葉

がとてもよく似ています。

ヤマボウシ （開花時期 :５月～６月）

ハナミズキ

（開花時期 :

　４月下旬～

　　５月中旬）

月イチ特集

いよいよ秋到来。信州スカイパーク周辺の田畑では収穫の時期を迎えています。今年の夏は例年になく雨が多く、日照不足も心

配されましたが、春から夏にかけて色とりどりの花を咲かせた公園内の樹木も実りの季節を迎え、色鮮やかな実をたくさんつけま

した。赤や紫など、色鮮やかで形もさまざまな木の実は、花に負けず劣らず美しく見ごたえがあります。

今月は、秋にスカイパーク内を鮮やかに彩る木の実を特集します。爽やかな秋晴れの空の下、可愛らしい実を愛でながら園内を

散策してみませんか?

　　　ス カイパーク木の実図鑑 2014      “みのりの秋”到来!
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スカイパーク写真館
心地よい風の吹くシーズンとなりましたね。

木々が紅葉をはじめます。

日々の移ろいを感じながら　スカイパークを楽しんでくださいね。

各所で秋の七草の一つでもあるハギの花が咲いています。

木 も々少しづつではありますが色づき始めます。

突き抜けるような青い空・吹き抜ける涼しい風。

落ち葉の『フカフカ』を感じるのももうすぐですね。

SKYPARK News
J リーグの試合が行われる本格的な天然芝のピッチをその足で体感していただくイベント

『アルウィン無料開放～芝生の上をはだしで走ろう ! ～』が 9 月 21 日（日）に開催されました。

今年で２回目となるこのイベントは関心が高く、募集開始後すぐに定員になる人気ぶり。

事前にお申し込み頂いた 200 名の参加者は、めったにない機会と芝生の感触を確かめたり、

ピッチの整備を専門に行うグリーンキーパーの作業の様子を興味深げに見学していました。

他にも、施設の見学ツアーや観客席全体を利用した宝探し、ミニサッカーゲームなども行わ

れ、秋晴れの青空の下、貴重で楽しい体験を満喫していただけたようです。

　天然芝のピッチを裸足で体感―『アルウィン無料開放』を今年も開催

◆◆◆ 工事のお知らせ ◆◆◆
　これから来年度にかけ、園内の下記の施設の改修工事が行われます。工事中は施設の一部または全体が

利用できなくなりますのでご了承ください。

《陸上競技場・補助競技場改修工事》

　工事期間：陸上競技場　平成 26 年 9 月 16 日（火）～ 平成 27 年 3 月 10 日（火）（予定）
　　　　　　補助競技場　平成 26 年 10 月 14 日（火）～ 平成 27 年 3 月 10 日（火）（予定）
　 工事期間中はトラック・フィールドの利用ができません。

《やまびこドーム屋根防水工事》

　工事期間：平成 26 年 8 月 23 日（土）～ 平成 27 年 3 月 10 日（火）（予定）
　 グラウンド・会議室は利用可能です。

《やまびこドーム改修工事（平成 27 年度）》

　工事期間：平成 27 年 11 月 1 日（土）～ 平成 28 年 3 月 31 日（火）（予定）
　 グラウンド・会議室の利用ができなくなるため、平成 27 年 11 月～平成 28 年 3 月分の予約受付は行
　いません。

　利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　TEL 0263 -57-2211

13：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 38 節
松本山雅 FC vs カターレ富山26（日）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

信州チャレンジスポーツ DAY 2014
（※補助競技場の他、芝生グラウンド、球技場、体育館、庭球場、やまびこドーム等で開催）4（土）

信州チャレンジスポーツ DAY
実行委員会

13：00 KICK OFF（予定）　J リーグディビジョン２　第 36 節
松本山雅 FC vs 大分トリニータ11（土） 日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

大学対抗戦 A　青山学院大学 vs 早稲田大学19（日） 関東ラグビーフットボール協会

アルウィン

芝生グラウンド
第 93 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会5（日）・25（土） 長野県サッカー協会

補助競技場ほか園内一円

長野県中学生バドミントン選手権大会12（日）・13（月・祝） 長野県中学校体育連盟

中信地区高等学校新人体育大会 バドミントン競技16（木）～18（土） 中信高等学校体育連盟

リバティーカップ秋季大会19（日） リバティークラブ

体育館

長野県秋季ジュニアテニス大会5（日） 長野県テニス協会

第 60 回長野県テニス選手権全県予選11（土）～13（月･祝） 長野県テニス協会

第 18 回長野県山形テニス大会18（土）・19（日） 長野県テニス協会

2014 全日本選抜室内ジュニアテニス大会北信越予選24（金）～26（日） 長野県テニス協会

第 25 回 信濃の国 楽市楽座 ～ファミリーで楽しむ秋～18（土）・19（日） 信濃の国楽市楽座実行委員会

庭球場

やまびこドーム

大会・イベント名日　付 主　催

10月 イベントインフォメーション

※ 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。

10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

18 日（土）9：00 ～ 11：00

　【みどりの交流ゾーン】の刈込

　集合場所：14 号駐車場（みどりの交流ゾーン）

※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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