
ボランティア
今年も信州スカイパークでは

「花守の会」をはじめ「ドッグラン

サポーターズクラブ」、またマレット

ゴルフ愛好者によるコース整備等、

多くのボランティアの皆様にご協力

いただきました。

信州スカイパークは子どもや若者の社会体験の場にもなってい

ます。中学生や高校生のジュニアインターンシップ（職場体験）

では、清掃・施設整備など公園の維持管理に関するさまざまな

仕事を体験していただきました。また、県内各地から小学生な

どが遠足や社会見学に訪れました。

近隣の保育園の子ども達とは、七夕やハロウィンなど季節のイ

ベントの飾りつけ、園内でのタマネギの植え付け・収穫などを通

して交流を行いました。

体験・交流

七夕・ハロウィンの飾りつけ
（南管理棟）

タマネギ収穫【野と花のゾーン】

ジュニア
　インターンシップ

社会見学
（アルウィン）

スポーツ
園内の各施設で今年もさまざまなスポーツの大会・試合が行われました。アルウィンで 3 月から

11月にかけて行われたサッカー J2 松本山雅 FC のホームゲームには延べ 267,402 人が訪れました。

11 月 23 日（日）の最終節 水戸ホーリーホック戦では、アルウィンの入場者数歴代最多となる

18,496 人を記録するなどたいへんな盛り上がりを見せました。

『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』

3月
『信州大学マラソン 2014』

9月
『TOY BOX CUP
　マレットゴルフシングル大会』10月

イベント
毎年恒例となった季節のイベントから

子どもも大人も楽しめる体験型イベント

まで、今年もスカイパークではさまざま

なイベントが開催されました。

『早春のかほり お届けします
　～花木無料配布』（アルウィン）2月

『七夕まつり』
【ファミリースポーツゾーン】南管理棟7月

『ラベンダーフェスティバル 2014』
【ターミナルゾーン】

『花と緑の
　フェスティバル』

（南管理棟）

8月

『アルウィン無料開放
　～芝生の上を はだしで走ろう！～』

『2014 長野高専
　スカイパーク科学館』

9月

　7 月に通算 100 号となった

「スカイパーク通信」。記念企画

としてサイクリング自転車の

100 円レンタルを行いました。

スカイパークの四季
2 月の大雪に始まり、夏の天候不順や台風など気候面ではいろいろあった 2014 年。

園内の植物への影響も心配されましたが、今年も季節ごとに美しい花や紅葉を見ることができました。

冬 春

夏
秋

月イチ特集

2014年も残すところあと1ヵ月となりました。今年も信州スカイパークにはたくさんの方が訪れ、各種

イベントやスポーツ、レクリエーション、レジャー、また季節の花々を楽しんでいただきました。

今月は、私たちTOY BOXで企画・開催したさまざまなイベントを始め、信州スカイパークのこの1年の

出来事を写真で振り返ります。

2014信州スカイパークこの 1年
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スカイパーク写真館
日ごとに寒くなり

日差しが恋しくなるシーズンですね。

移ろいゆく風景と木漏れ日。

色々な表情を探しに是非スカイパークへ遊びに来て下さいね。

「南管理棟のクリスマスツリー」

１２月と言えばクリスマス

「１１月の木漏れ日」

秋を演出してくれた樹木も冬支度を始めています。

「１０月の木漏れ日」

早いもので２０１４年も残り一か月ですね。

「１２月の木漏れ日」

雪降る景色ももうすぐですね。

【ファミリースポーツゾーン】南管理棟・サイクルセンターの営業について　　

　【ファミリースポーツゾーン】南管理棟・サイクルセンターは 12 月 1 日（月）より冬期営業となります。
　営業時間が以下のように変わりますのでご注意ください。

　　●レンタサイクルの受付  8：30 ～ 16：00　→　8：30 ～ 15：30
　　●おもしろ自転車の受付  8：30 ～ 16：30　→　8：30 ～ 16：00
　　●返却・終了時間   17：00　→　16：30

　12 月 28 日（日）まで休まず営業いたします。（12/29 ～ 1/4 は年末年始休業）

　なお、1月 5 日（月）～ 2 月末までは土・日・祝日のみの営業となります。何卒ご了承ください。

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

日頃からご利用いただいております信州スカイパーク内の周回 10km コースにつきまして、これまで「サイクリング・
ウォーキングコース」の名称でパンフレットにも掲載されておりましたが、より楽しく過ごせるような親しみやすい名称
を募集いたします。

　　　平成 26 年 11 月 17 日（月）～ 平成 27 年 1 月 31 日（土） ※当日消印有効

　●周回 10km コースの名称 ●名称の理由 ●住所 ●氏名 ●年齢 ●性別 ●電話番号
　　をご記入の上、下記のいずれかの方法でご応募ください。
　①郵送　②FAX　③電子メール　④信州スカイパーク内応募 BOX への投函
　※募集要項・応募用紙は信州スカイパークのホームページからダウンロードできます。

　原則として、信州スカイパークを利用したことのある日本国内にお住まいの方。
　（イベント参加予定者も OK）

ご応募・お問い合わせ
ＴＯＹ ＢＯＸ信州スカイパークサービスセンター「周回 10km コース名称募集」係
〒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（代）　FAX 0263-57-0444　E-mail alwin@shinshu-skypark.net

h t t p ://s h i n s h u - s k y p a r k . n e t /

 
 
 

募集期間

応募方法

　

応募資格

信州スカイパーク 「周回 10km コース」　　　　　　　　　　　　 
の名称を募集しています

信州スカイパーク 「周回 10km コース」　　　　　　　　　　　　 
の名称を募集しています

採用された方に

はデジタルカメラ

（５万円相当）を

プレゼント!

体育館
大会・イベント名日　付 主　催

北信越学生バドミントン新人選手権大会5（金）～7（日） 長野県バドミントン学生連盟

【ファミリースポーツゾーン】他 園内

第 12 回松本クロスカントリー大会7（日）
松本クロスカントリー大会

実行委員会

第 9 回 GYMNET ビギナーズ体操大会13（土） ジムナスティック・ネットワーク

中信地区高校一年生バドミントン大会（ダブルスの部）20（土）・21（日） 中信高等学校体育連盟

長野県ジュニアオープンバドミントン大会27（土） 長野県バドミントン協会

12 月 イベントインフォメーション

※ 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。

12 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

13 日（土）8：30 ～ 11：00

　活動内容：講習会（正月飾り）

　集合場所：アルウィン（第 10 会議室）

※予定が変更になる場合がございます。

本年度最後の活動となります。ぜひご参加ください !

【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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