
信州スカイパーク花のボランティア「花守の会」では、

参加者を随時募集しています。

■活動時期：4 月 ～ 12 月

■活動日時：月に 1 ～ 3 回、土曜日の午前中に 2 時間程度
　　　　　　　の作業を行っています。

■参加資格： スカイパーク、また花と緑が好きな個人、企業・
　　　　　　　団体であればどなたでもご参加いただけます。
　　　　　　　年齢・経験などは一切問いません。

子どもから年配の方まで幅広い年齢層の方が集まり、和気

あいあいとした和やかな雰囲気の中、楽しく作業を行っていま

す。活動はもちろん強制参加ではありませんので、毎回参加で

きなくでも大丈夫。1 回限りの参加も歓迎です。どうぞお気軽

にご参加ください。

「花守の会」参加のお申し込み・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（受付時間 8:30 ～ 17:00)

「花守の会」についての詳細（活動予定・活動報告・会則等）

は信州スカイパークのホームページでもご紹介しています。

http://shinshu-skypark.net/
「花いっぱいの公園」

「花守の会」に参加しませんか?　

回 活動日時 活動内容 集合場所
1 4 月 18 日（土） 発足会／シバザクラ定植 アルウィン 第 10 会議室9:00 ～ 11:30

2 5 月　9 日（土） マリーゴールドポット種蒔き アルウィン 第 8 会議室9:00 ～ 11:00

3 5 月 30 日（土） ヒマワリとマリーゴールドの種蒔き・定植 6 号駐車場（野と花のゾーン）9:00 ～ 11:00

4 6 月　6 日（土） ファミリースポーツゾーンの刈込 4 号駐車場（ファミリースポーツゾーン）9:00 ～ 11:00

5 6 月 20 日（土） ヒマワリ、マリーゴールドの手入れ／交流会 6 号駐車場（野と花のゾーン）9:00 ～ 11:30

6 7 月　4 日（土） 野と花のゾーンの刈込 6 号駐車場（野と花のゾーン）9:00 ～ 11:00

7 7 月 18 日（土） コスモスの種蒔き、花壇の手入れ 6 号駐車場（野と花のゾーン）9:00 ～ 11:00

8 8 月　1 日（土） ラベンダーの刈取り 2 号駐車場（競技スポーツゾーン）9:00 ～ 11:00

9 8 月 22 日（土） バラの花がら摘み 7 号駐車場（花のプロムナードゾーン）9:00 ～ 11:00

10 9 月　5 日（土） ヒマワリの片付け 6 号駐車場（野と花のゾーン）9:00 ～ 11:00

11 9 月 12 日（土） ヒマワリの種取り アルウィン8:30 ～ 11:00

12 9 月 26 日（土） ポピー等の種蒔き／交流会 ６号駐車場（野と花のゾーン）9:00 ～ 11:30

13 10 月 10 日（土） みどりの交流ゾーンの刈込 14 号駐車場（みどりの交流ゾーン）9:00 ～ 11:00

14 11 月　7 日（土） みどりの交流ゾーンの刈込 14 号駐車場（みどりの交流ゾーン）9:00 ～ 11:00

15 11 月 14 日（土） 講習会 または 研修会 アルウィン or 14 号駐車場9:00 ～ 16:30

16 12 月 12 日（土） 講習会 （正月飾り） アルウィン 第 10 会議室8:30 ～ 11:00

「花守の会」2015 年度活動計画

※天候等により予定が変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

2015年度 第1回活動レポート2015年度 第1回活動レポート

梅雨を思わせる雨模様

の天気が続いた４月、「花

守の会」が今年も始動し

ました。第 1 回目の活動

が行われた 18 日（土）

は久々の晴天に恵まれ、

幸先の良いスタートとな

りました。この日参加してくださった方は 20 名以上。アルウィン

の会議室で発足会を行った後、【みどりの交流ゾーン】壁泉近くの

花壇に移動し、シバザク

ラを植えました。一面に

マルチシートが敷かれた

花壇にポットのシバザク

ラの苗をひとつひとつ等

間隔に植えていきます。

初参加の方もいらっしゃ

いましたが、長年この活動に参加されて

いるベテラン会員の方の手ほどきを受

けながら丁寧に作業を行ってくださ

いました。

今回植えた苗が生長し、ピンクの

かわいらしい花が一面を覆うように咲

いてくれるのが今からとても楽しみです。

花づくりとスカイパークを愛する人が集う「花守の会」花づくりとスカイパークを愛する人が集う「花守の会」

総 面 積 141ha、

東京ドーム約 30 個

分の広大な敷地を

有する長野県下最大

の都市公園「信州

スカイパーク」を花

いっぱいの美しい公

園にしようと、2006 年に発足した「花守の会」。周辺にお住まいの

方や普段から公園を利用されている方、また近隣の企業など、老若

男女を問わず花づくりとスカイパークを愛するたくさんの方にご参加

いただいており、発足からの参加者数は延べ 3,700 人近くにのぼり

ます。ドッグラン、マレットゴルフコースの整備等を行っていただい

ているボランティア団体と共に、

「花守の会」は信州スカイパーク

をいつ来ても安心・安全で美し

い公園として、広大な敷地と施

設を維持・管理していくために

欠かせない存在となっています。

毎年 4 月 ～ 12 月の活動期間に行う作業の内容は、園内の花壇や

花畑で花を育てることを始め、

バラやラベンダーなどさまざま

な花の手入れや植え込みの剪定

など実に多岐にわたります。「花

守の会」の主な活動場所の一つ

となっているのが、スカイパー

クの南端に位置する【野と花のゾーン】です。同ゾーンの中央に広が

る「ワイルドフラワー園」には、上空から見ると２羽の鳥が向かい合

う姿をかたどった花畑があり、春から秋にかけポピーやヒマワリ、コ

スモスなどが咲き誇ります。これらの花を種まきから始まり、草取り

などの手入れ、刈り取り、片付けま

でを行っています。また、年に２回

ほどですが、作業の後に交流会を

行っています。青空の下、のどかな

景色を眺めながらの交流は会話も

弾み、会員の皆さんの親睦を深め

る良い機会になっています。

この他、バラ園の花の手入れ、咲き終わったラベンダーの刈取り、

公園の外周や園路沿いなど園内各所にある植え込みの刈込作業など

も行います。大きな剪定ば

さみを用いての作業は体力

を使うなかなかの重労働で

コツをつかむまでが大変で

すが、その場ですぐに成果

を見ることができる作業は、

花を育てるのとはまた一味

違った達成感があります。

こうした公園内での作業の他、

毎年恒例の正月飾りを作る講習会

や、県内のさまざまな施設を訪問

する研修会なども行っています。

月イチ特集

新緑が美しい季節ですね。信州スカイパークも若葉の緑や色とりどりの花々で色彩豊かになってきました。

そんな、季節ごとに公園内を彩り訪れる人の目を楽しませてくれる花や木を守り育てる活動を続ける花の

ボランティア「花守の会」が今年も始動しました。花づくり、そしてスカイパークを愛する皆さんが集まり、

和やかな雰囲気の中、種まきから花の手入れなど毎回さまざまな活動に汗を流しています。

今月は、発足から10 年目を迎えた「花守の会」をご紹介します。

スカイパーク花のボランティア「花守の会」

shinshu-skypark.net
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前回のスカイパーク通信でもお知らせしましたが、名称を募集しておりました 10 ㎞周回コース名が『信州（しんしゅ

う）スカイロード 10（てん）』に決まりました。『信州スカイロード 10』は公道に出ることなくスカイパークを１周

することができる園路です。今後とも左側通行、15㎞/h以下などマナーアップに努めていただき、安全で快適なコー

スとしてより多くの方に親しんで頂ければ幸いです。

『信州スカイロード 10』をぐるりと一周すると様々な景色がご覧頂けま

す。園内の樹木達が花や葉を色付かせ、一層の華やかさを演出し、定期

的に離着陸する 9 色の色とりどりの FDA の飛行機が高揚感を高めてくれ

ます。是非、気持ちの良いこの信州スカイパークを体感してください。

また【南管理棟】では自転車の貸出業務（有料）を行っていますので、

こちらも機会がありましたらご利用ください。

緑豊かで景色の良い『信州スカイロード10』をゆっくりとご満喫ください。

『信州スカイロード 10』
てん

J リーグ 2015 シーズン開幕から1 か月余り。アルウィンの 1 試合の入場者数が早くも最多記録更新です。

新学期が始まって間もない 4 月 12 日（日）に開催された J1 リーグ 1st ステージ第 5 節 松本山雅 FC vs 柏レイソル戦の入場者

数が 18,514 人を記録し、昨年 11 月 23 日に行われた J2 最終節の松本山雅 FC vs 水戸ホーリーホック戦の 18,496 人を上回り

アルウィンの入場者数歴代最多となりました。J1 で優勝経験もある柏レイソルを相手に善戦したものの、結果は惜しくも 1-3 で敗戦。

しかし、試合後には詰めかけた多くの観客・サポーターから選手達に温かい拍手が送られていました。

今シーズンから J1 の舞台で戦う松本山雅 FC への関心は高く、また日本のトップリーグの試合を長野県内で観戦できるとあって、

今後も入場者数の増加が期待されています。

　アルウィン最多入場者数更新 ―4 月 12 日の J1 松本山雅 FC vs 柏レイソル戦で

ソメイヨシノなど、スカイパーク内のサクラが今年も見事に咲きました。３月に暖か

い陽気が続いたため、当初の予想では開花が例年より早くなるということでしたが、

４月に入ってからの低温と天候不順により、満開は

ほぼ例年並みの４月半ばとなりました。久々の晴天

となった 4 月 18 日（土）には、【花のプロムナー

ドゾーン】を始め園内はたくさんの花見客などで賑

わいました。見頃のピークは過ぎていたものの、訪

れた方には散り始めの花びらが舞う風情のある景色

を楽しんでいただけたようです。

　園内のサクラ、4 月半ばに見頃を迎える

【花のプロムナードゾーン】 のソメイヨシノ

18：30 KICK OFF（予定）
2015 明治安田生命 J1リーグ 1st ステージ 第 9 節
松本山雅 FC  vs  アルビレックス新潟

2（土）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

14：00 KICK OFF（予定）
2015 明治安田生命 J1リーグ 1st ステージ 第 10 節
松本山雅 FC  vs  ヴァンフォーレ甲府

6（水・休）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

14：00 KICK OFF（予定）
2015 明治安田生命 J1リーグ 1st ステージ 第 12 節
松本山雅 FC  vs  ヴィッセル神戸

16（土）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

19：00 KICK OFF（予定）
2015 明治安田生命 J1リーグ 1st ステージ 第 13 節
松本山雅 FC  vs  横浜 F・マリノス

23（土）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

11：00 KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ 1 部
アンテロープ塩尻 vs JAPAN サッカーカレッジ10（日） 北信越社会人サッカー連盟

信州輸入車ショー2015
10：00 ～17：0030（土）・31（日） 信州輸入車ショー実行委員会

11：00 KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ 1 部
アンテロープ塩尻 vs 奥越 FC17（日） 北信越社会人サッカー連盟

アルウィン

芝生グラウンド

陸上競技場

体育館

大会・イベント名日　付 主　催

第 20 回長野県サッカー選手権大会 準々決勝3（日・祝） 長野県サッカー協会

第 58 回松本市民体育大会春季大会 陸上競技2（土） （一財）松本体育協会

平成 27 年度 第 1 回社会人アーチェリー大会3（日・祝） 長野県アーチェリー協会

中信高等学校総合体育大会陸上競技大会15（金）～17（日） 中信高等学校体育連盟

第 10 回中信地区小学生陸上競技大会24（日） 松本陸上競技協会

第 60 回長野県高等学校陸上競技対校選手権大会29（金）～31（日） 長野県高等学校体育連盟

第 58 回小中学生全国空手道選手権大会予選 兼 長野県大会3（日・祝） 公益社団法人日本空手協会長野県本部

中信高等学校総合体育大会 バドミントン競技16（土）～18（月） 中信高等学校体育連盟

フットサルリーグ戦24（日） 中信フットサルリーグ

中信強化リーグ大会31（日） 長野県ハンドボール協会

2015 全国選抜高校春季テニス長野県大会2（土）～ 4（月・祝） 長野県テニス協会

2015 全国中学生テニス選手権長野県予選5（火・祝）・6（水・休） 長野県テニス協会

2015 全国小学生テニス選手権長野県予選9（土） 長野県テニス協会

2015 実業団テニス大会長野県予選16（土） 長野県テニス協会

第 70 回国体テニス競技長野県成年全県予選23（土） 長野県テニス協会

クラブ実業団大会　一般30（土） 長野県ソフトテニス連盟

第 29 回長野県塩尻テニス大会31（日） 長野県テニス協会

庭球場

やまびこドーム

5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

TOY BOX 2015.5.1   vol.110


