
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 コース名称応募」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.nethttp://shinshu-skypark.net/

■募集期間
平成 26 年11 月17 日（月）～ 平成 27 年1 月31日（土） 
※郵送の場合は当日消印有効

■募集方法
●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。

■応募資格
　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）

■募集規程等
《選考方法および賞品》
①選考方法：
　信州スカイパーク選考委員会において選考し、決定いたします。

②賞品：
　採用された方にデジタルカメラ（５万円相当）を贈呈いたします。
※採用された名称に複数の応募があった場合は抽選といたします。

《審査基準》
 ・本施設のコンセプトや特徴がイメージできるもの
 ・安心で安全に園路を利用されるイメージのもの
 ・覚えやすく、親しみやすいもの
 ・他の名称や商標などに類似していないもの

《発表》
　選考の発表は、信州スカイパークホームページ上で公表いたします。
　採用者へは直接連絡いたします。

《応募に関する注意事項》
 ①応募は一人何点でもできますが、同じ名称は一人一点限りとします。
 ②応募書類の返却はいたしません。
 ③応募方法が守られていない場合、応募は無効となります。
 ④応募作品は自作で未発表のものに限ります。
 ⑤ひらがなと漢字など表記が異なる場合は別作品とみなします。
 ⑥決定した名称の著作権等は長野県に帰属いたします。

※応募者の個人情報については、厳重に管理し、他の目的には使用しません。

募集
要項

もうすぐ締切!

月イチ特集

2015年がスタートしました。一年の目標はもう立てられましたか。

信州スカイパークには園内を1周する10kmの周回コースがあり、平日・休日を問わず毎日たくさんの方がジョギングやウォーキン

グ、散策などを楽しんでいます。全面舗装で比較的高低差の少ないコースは歩きやすく安全なので、これからウォーキングなどを始め

たいという方にもおすすめです！

スカイパークではただ今、この「周回10kmコース」の名称を募集しています。（1/31締切。詳細は下記を参照）

いつも利用しているという方はもちろん、まだ利用したことがない方もぜひ一度訪れて、素敵な名前を考えてご応募ください！

　　ス カイパークの「周回10kmコース」名称募集中!

ファミリースポーツゾーン

花のプロムナードゾーン

みどりの交流ゾーン競技スポーツゾーン

ターミナルゾーン

野と花のゾーン
みどりのプロムナードゾーン

信州スカイパークは元旦から営業しています 　　
　信州スカイパークは年中無休。園内の各施設は【ファミリースポーツゾーン】南管理棟を除き休まず営業しております。

　やまびこドーム・庭球場（屋外）・体育館、また会議室（アルウィン・やまびこドーム）は年末年始もご利用いただけます。

　各施設の空き状況等のお問い合わせ及びご予約は、

　TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　TEL 0263-57-2211　にて承ります。

　スポーツに、健康づくりに。お正月休みもスカイパークでのびのび体を動かしませんか ?

　※南管理棟・サイクルセンターの営業につきましては裏面をご覧ください。

　あけましておめでとうございます

本年も信州スカイパークを

よろしくお願いいたします。

　TOY BOX

信州スカイパークサービスセンター

スタッフ一同

shinshu-skypark.net
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あけましておめでとうございます。

先日 衆議院が解散され、選挙の結果、自民党が引き続き政権を担うことになりました。　

アベノミクスの更なる追加政策を期待しています。

さて松本山雅 FC が悲願の J1 昇格を果たし、いよいよ今年はアルウィンが初めてホームス

タジアムとして J1 リーグ戦を開催する予定です。改めて、松本山雅 FC  J1 昇格本当におめ

でとうございます。松本山雅 FC の一層のご活躍を期待すると共に、私達スタッフ一同とし

ましても引き続き、より綺麗で健全なピッチ、より安全で清潔な会場整備を目指して本年も

しっかりと責務を全うする所存でおります。

また、公園内においては３月に行う『第４回春の松本ランニングフェスティバル』を始め、

各施設においても『信州チャレンジスポーツ DAY』や『楽市楽座』など多くのイベントの

開催が予定されていますので、2015 年も大勢の方に足をお運びいただければと思います。

本年も引き続き信州スカイパークをご愛顧の程よろしくお願いいたします。

2015 年、明けましておめでとうございます。

SKYPARK News
12 月初旬のスカイパークに早くも初雪が―。

松本地方では例年より早い２日（火）に初雪を観測しました。続く５日（金）から６日（土）

にかけては松本市街地でも 2 ～ 3cm 程度の積雪となり、園内でも数 cm ～多いところでは

20cm 近く積もった場所もあったようです。５日の『TOY BOX CUP マレットゴルフトリオ大会』

は時折激しく雪が舞う中での開催となりました。またこの積雪で、週末に開催予定だった『第

12 回松本クロスカントリー大会』が中止になる等の影響が出ました。

　スカイパークに本格的な冬到来―12 月の園内に積雪

　　【ファミリースポーツゾーン】

南管理棟・サイクルセンター  冬期営業日のご案内
　【ファミリースポーツゾーン】南管理棟およびサイクルセンターは、

　1 月 5 日（月）～ 2 月 27 日（金）の間、土・日・祝日のみの営業 となります。
　（12 月 29 日 ～ 1 月 4 日は年末年始休業。）

　なお、平日のパターゴルフの用具貸出につきましてはアルウィン受付にて承りますので、
お手数ですが下記までご連絡ください。（パターゴルフ受付時間　8:30 ～ 16:00）

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

園内トイレと水飲み場 冬期閉鎖のお知らせ

　スカイパーク内の下記6か所のトイレ及びすべての水飲み場につきましては、凍結防止のため冬期はご利用いただけません。

来園者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

●冬期閉鎖中のトイレ（× 印）

　※上記以外は通年利用可能です。
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信州まつもと空港信州まつもと空港

松本市　
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
松本市馬術競技場松本市馬術競技場

ワイルド
フラワー園
ワイルド
フラワー園 玉石広場玉石広場

大芝生広場大芝生広場

ピクニック
　広場

ピクニック
　広場

体育館体育館

バラ園バラ園

風の丘風の丘

庭球場

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

TOY BOX
信州スカイパーク
サービスセンター

TOY BOX
陸上競技場事務所

TOY BOX
南管理棟事務所
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やまびこドーム
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サイクリング・
ウォーキングコース

（周回 10km コース）

ハーフコース（4.5km）

【競技スポーツゾーン】こども広場   5 号トイレ①

【競技スポーツゾーン】庭球場前   6 号トイレ②

【野と花のゾーン】池・流れ付近 10 号トイレ③

【ターミナルゾーン】トランジット広場 12 号トイレ④

【ターミナルゾーン】やまびこドーム南西 15 号トイレ⑤

【みどりの交流ゾーン】BBQ 広場横 19 号トイレ⑥

体育館
大会・イベント名日　付 主　催

全日本クラブユース（U15）フットサル大会長野県大会4（日）・１０（土） 長野県フットサル連盟

やまびこドーム

平成２７年長野県警察年頭出動訓練7（水） 長野県警察本部

リバティーカップソフトバレーボール冬季大会11（日） リバティークラブ

第１９回長野県小学生ドッジボール選手権大会25（日） 長野県ドッジボール協会

長野県中南信地区ママさんフットサル大会31（土）・２/１（日） 長野県中信フットサル連盟

1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。

【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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