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【みどりの交流ゾーン】拡大図
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　別名を「春告草（は

るつげぐさ）」ともい

うように、春の花の代

表格です。万葉集では

ウメにまつわる歌が数

多く詠まれており、私

たちにとって古くから

なじみの深い花でもあ

ります。中国原産。

【花のプロムナードゾーン】

ではコウバイ（紅梅）も

ご覧になれます。

① ウメ 　バラ科（落葉樹）

　開花時期：3 月下旬 ～ 4 月中旬　
　場　　所：【花のプロムナードゾーン】野と花のゾーンとの境界近く
　最寄の駐車場：7 号駐車場

　オウバイ（黄梅）の

名は、ウメと同じ時期に

花を咲かせ、花の形もウ

メに似ていることから付

けられました。黄色の小

さな可愛らしい花です。

　中国原産で、日本に

は江戸中期に渡来。

② オウバイ 　モクセイ科（落葉樹）

　開花時期：3 月中旬 ～下旬　
　場　　所：【競技スポーツゾーン】1 号駐車場近く

　「マンサク」という名前は早春に先駆

けて咲くことから「まず咲く」が転じて

「マンサク」となったなど諸説あり。

　細長いひものような変わった形の黄色

い花は目をひきます。

③ マンサク 　マンサク科（落葉樹）

　開花時期：2 月上旬 ～ 3 月中旬　
　場　　所：【みどりのプロムナードゾーン】
　　　　　　　クライミングウォール向かい
　最寄の駐車場：11 号駐車場

　別名『春小金花』。

　光に照らされると金色に輝いているよ

うに見えます。中国名「山茱萸」の音

読みが和名の由来。中国・朝鮮半島原産。

日本に渡来したのは江戸中期。

④ サンシュユ 　ミズキ科（落葉樹）

　開花時期：3 月中旬 ～ 4 月上旬　
　場　　所：【みどりのプロムナードゾーン】
　　　　　　　壁打ちテニスコート向かい
　最寄の駐車場：11 号駐車場

　紅紫色のツツジ。

　園内にあるツツジの中では一番初めに

咲き始めます。

⑤ エゾムラサキツツジ

　ツツジ科（半常緑樹）

　開花時期：3 月下旬 ～ 4 月中旬　
　場　　所：【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

　鮮やかな黄色の花が枝先から垂れ

下がるように咲きます。

「トサミズキ」という名前は、土佐（現

在の高知県）で多く見られ、また葉

の形がミズキ科の植物の葉に似てい

ることなどから付けられました。

⑥ トサミズキ 　マンサク科（落葉樹）

　開花時期：3 月下旬 ～ 4 月中旬　
　場　　所：【みどりのプロムナードゾーン】園路沿い
　最寄りの駐車場：11 号駐車場

　枝先に小さな黄色の花をたくさん

咲かせて園路を彩ります。秋には葉

が黄色く色づくので、黄葉もおすす

めです。

　花の黄色がとても鮮やかなことか

ら「ウコンバナ」という別名がつい

ています。

⑦ ダンコウバイ 　クスノキ科（落葉樹）

　開花時期：3 月中旬 ～下旬　
　場　　所：【みどりのプロムナードゾーン】園路沿い
　最寄りの駐車場：11・12 号駐車場

　枝先に鮮やかな赤い色の小さな花を咲

かせます。花と同様、真っ赤に色づく秋

の紅葉もおすすめです。

⑧ ハナノキ 　カエデ科（落葉樹）

　開花時期：3 月下旬 ～ 4 月中旬　
　場　　所：【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

　すずらんに似た小さ

な釣り鐘状の花が

垂れ下がるように

咲きます。園内

には白の他にピ

ンクのアセビもあ

ります。

⑨ アセビ 　ツツジ科（常緑樹）

　開花時期：3 月中旬 ～ 4 月中旬　
　場　　所：【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

　毎年 1 月頃、他の樹木に先駆けて咲

き始めます。近づくと、枝いっぱいに咲

く鮮やかな黄色の花からはほのかに甘い

香りがします。

⑩ ロウバイ 　ロウバイ科（落葉樹）

　開花時期：1 月上旬 ～ 3 月中旬　
　場　　所：【みどりの交流ゾーン】
　　　　　　　芝生グラウンド西側の
　　　　　　　「ガーデンテラス」
　最寄の駐車場：14 号駐車場

※ 気象条件等により開花時期が前後する可能性があります。あらかじめご了承ください。

月イチ特集

2月。「立春」を過ぎると暦の上では春になりますが、信州はまだ冬真っただ中。寒さや降雪もピークを迎

え、信州スカイパークの園内は一面に積もった雪の白と冬木立の黒が目立ちます。そんな厳しい寒さの中、園内の

植物たちはいち早く春の支度を始めています。この季節には花は咲かないと思われがちですが、冬～早春にかけて

花を咲かせる植物があります。中にはロウバイのように1月に咲き始める花もあり、冬景色に彩りを添えてくれます。

今月は、これから3月頃にかけてスカイパークで見られる早春の花をご紹介します。

スカイパーク花巡り【早春編】　

shinshu-skypark.net
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スカイパーク写真館

澄んだ空気の『青色』と太陽の光に照らされて強調される『白色』のコントラスト。

神秘的な冬の風景を探しに是非スカイパークへ遊びに来て下さいね。

「日差しと雪」

子供たちの遊び声が響き渡ります。

「雪の似顔絵」

雪の降った後は、ワクワクドキドキが広がります。

「白樺と青空」

ロマンティックな冬景色は別の世界に来た感じがします。

「アルウィン」

雪の中のアルウィンは静寂に包まれています。

『遊んで学んでスカイパーク』

■■■信州スカイパーク 「周回 10km コース」名称の募集を締め切りました■■■　

日　　時： 2 月 15 日（日）　　10：00 ～ 16：00（予定）
会　　場： アルウィン ロビー・会議室等

内　　容： 『早春のかほり お届けします ～花木無料配布』、そば打ち教室ほか各種

　人気のそば打ち教室をはじめ楽しい企画が盛りだくさんの、子どもから大人まで遊んで学べる
楽しいイベントを今年もアルウィンで開催します。また、毎年恒例の花木の無料配布も行います。
　詳細は決まり次第、信州スカイパークのホームページ等でお知らせいたします。
　ご家族やお友達で是非お出かけください !

信州スカイパーク ホームページ　http://shinshu-skypark.net/

信 州 ス カ イパ ー ク 冬 の イベ ン ト の ご 案 内

アルウィン
大会・イベント名日　付 主　催

『遊んで学んでスカイパーク』15（日） TOY BOX

体育館

第15回ウィンター坪田杯交流大会14（土）・15（日） 長野県ハンドボール協会

長野県中南信地区レディースフットサル大会21（土）・22（日） 長野県中信フットサル連盟

やまびこドーム

IVYリーグ1（日） 松本市サッカー協会

2 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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SKYPARK News
2014 年の最後はスカイパークで―　年末恒例のさまざまなイベントが園内各施設

で開催されました。

12 月 28 日（日）、年の瀬のスカイパークを走って来たる年への英気を養うランニ

ングイベント『年忘れ ! 年末走り納めランニング 2014』が行われました。晴天にも

恵まれ、参加した子どもからご年配の方まで総勢約 80 名の皆さんは、陸上競技場前

の広場で入念にウォーミングアップを行ってから 10km の周回コースへと元気に駆け

出して行きました。冬の清冽な空気の中、北アルプスを望む景色の良いコースを思い

思いのペースで楽しみながら走った後は、陸上競技場の『カフェジョイフル』で振る

舞われた温かい豚汁に舌鼓を打っていました。

30 日（火）、年越しそば用のそばを自分で打って大晦日にご家庭で味わっていただ

こうと、そば打ち教室『アルウィンで年越しそばを打とう !』がアルウィンの会議室で行われ

ました。親子連れなど 54 人の方が参加し、そば

打ち名人の講師：西川朋子さんの手ほどきを受け

て本格的なそば打ちを体験しました。

31 日（水）夜には、今回で 9 回目となる『年

越しフットサル in やまびこドーム』が開催され、

40 名余りの参加者が、大人・子ども混合で行うミッ

クス大会や 1on1 大会などを行って爽やかな汗を

流していました。

1 月 31 日（土）をもって、信州スカイパーク「周回 10km コース」名称の募集を締め切りました。

たくさんのご応募まことにありがとうございました。

厳正な審査の上、決定いたします。発表までしばらくお待ちください。

　年越しそば打ち、走り納め etc― 年の瀬のスカイパークで恒例のイベントを開催

『年忘れ ! 年末走り納めランニング 2014』

『年越しフットサル in やまびこドーム』『アルウィンで年越しそばを打とう !』


