
花壇

西エントランス

東エントランス

ホール

図書室
更衣室 事務所

【ファミリースポーツゾーン】の中心施設・南管理棟はこんな施設
サイクルセンターやおもしろ自転車広場を始め、大芝生広場の

遊具など子どもから大人まで幅広い年齢層の方に人気の施設が集

まり、休日は多くの方で賑わう【ファミリースポーツゾーン】の中

ほどに南管理棟はあります。その特徴的な屋根は滑走路を挟んで

向かい側に位置する【花のプロムナードゾーン】からも目をひき、

【ファミリースポーツゾーン】のみならず、大きな施設（建物）が

ないスカイパーク南エリアにおけるランドマーク的な役割も果たし

ています。

4

信州まつもと空港・滑走路
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今井北耕地

南管理棟

南管理棟へのアクセス

最寄りの駐車場：4 号 P
普通車 130 台収容

誰でも気軽に立ち寄れてのんびりくつろげる南管理棟は、情報

発信や発表の場としても活用されています。ホールの壁面は展示

スペースとして開放しており、公園利用者や近隣住民の方などの

力作が並びます。取材時（2015 年 5 月）には、南管理棟に近

い松本市今井地区を中心に活動するアマチュア写真クラブ『写真

集団 草里』の皆さんの

作品が展示されていまし

た。風景を中心にさまざ

まな被写体を捉えた作品

はどれも見ごたえがあり

ます。お立ち寄りの際は

ぜひご鑑賞ください。

◎作品の展示をご希望の方はスタッフにご相談ください。

「 ミ ニ ギ ャラリ ー 」
ここに注目!

「南管理棟」―ちょっとお堅い名前ですが、明るく開放的な吹き抜

けのホールを持つこの建物は、散策やスポーツの際、そしていっぱい

遊んだ後の休憩所として来園者の皆様に親しまれています。

ガラス張りのエントランスをくぐると、ホールにはニュースポーツの

用具貸し出しなどの受付や休憩にお使いいただけるテーブル・椅子な

どが並んでいます。奥の部屋はミニ図書室になっており、更衣室も

あります。シーズン中の休日には、松本のご当地バーガー「山賊バー

ガー」をはじめソフトクリームなどが人気の売店『Soraya』も営業

しています。

また、建物内にはキッズコー

ナーや授乳室など、小さなお子

様連れの方でも安心して遊びに

来ていただける設備を完備して

います。

■営業時間 9:00 ～ 17:00（受付 16:00 まで）
　3 月～12 月下旬の毎日営業。（年末年始休業）
　◎冬期は土・日・祝日のみの営業となります。

■管理棟窓口で受付できるもの
《ニュースポーツ各種》

《パターゴルフ》

200 円
グラウンドゴルフ

（用具一式）

区　分

1,000 円一　般
500 円小･中･高校生

18 ホール
料　　金

9 ホール

600 円
300 円

区　　分
400 円ホースシューズ
400 円ペタンク
200 円フライングディスクゴルフ

料 金（1 時間）

南管理棟 館内のご案内

　　　　図書室／更衣室

　　　　　静かに読書や勉強したい

　　　　ときはこちらで。

 　更衣室及びコインロッカーは営業時間外は

ご利用いただけませんのでご注意ください。

キッズコーナー

授乳室

■営 業 日：4 月 ～ 10 月の土・日・祝日
　　　　　（雨天等の場合は休業）

■営業時間：11：00 ～ 16：30

■メニュー：

　 ●山賊バーガー／山賊黒酢バーガー（各 500 円）

　 ●唐揚げ（350 円）　●ごぼうチップス（200 円）

　 ●ソフトクリーム（320 円）　●かき氷（300 円）

　 ●ドリンク各種（150 円より）

■お店のおすすめ：

　 ●山賊黒酢バーガー（500 円）
　　 「ご当地バーガー全国 5位」

　 ●生乳ソフトクリーム（320 円）
　　 「素材の味が活きています」

■店主より：

売 店 『 S o r a y a 』

『松本発』山賊バーガーを始め、

ソフトクリーム、地元の天然水を

使ったかき氷やコーヒーなどを揃え

皆様をお待ちしています。

周辺施設も要チェック！
南管理棟の近くには、小さいお子様に人気

のバッテリーカーコーナー、サイクリング自転

車の貸し出しを行っているサイクルセンター、

おもしろ自転車広場などがあります。ニュー

フェイス（新車）も登場していますので、こ

ちらもチェックしてみてください！

月イチ特集

梅雨の季節がやって来ました。今年の５月は晴れて乾燥した陽気が続いたので、植物にとってはこの時期の雨はまさに恵みの雨。し

かし私たちにとっては、ぐずついた天気の続く梅雨時は外出するのも億劫になりがちでちょっと憂鬱な時期でもあります。そんな梅雨

時だからこそ、晴れ間には外で思い切りリフレッシュしたいものですね。広大な信州スカイパークの中で、貸し自転車を始めさまざま

なスポーツ・レクリエーションの施設が集まる【ファミリースポーツゾーン】。その中核となる施設が南管理棟です。館内は休憩所になっ

ていて気軽に利用でき、またキッズコーナーや授乳室などを完備しているので小さなお子様連れの方でも安心ですし、この時期は突然

の雨の際、格好の雨宿りスポットにもなります。

今月は、大人も子どもも楽しめて使い道いろいろの【ファミリースポーツゾーン】南管理棟をご紹介します !

梅雨の晴れ間は公園に行こう！「南管理棟」特集
おっくう ゆううつ
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スカイパーク写真館

心地よい風が青葉の間を吹き抜ける季節になりました。

スカイパークで素晴らしいひとときを過ごしてくださいね。

「ターミナルゾーンの並木道」

青空と若葉の緑が爽やかな風景を演出しています。

「林の中の木洩れ日」

日差しの強い時は、　　　　　　　　　　　　　

　　公園の『木漏れ日』の中を抜けて、ホッと一息。

「競技スポーツゾーンの園路」

柔らかな初夏の色彩が園内を包んでいます。

「家族でパターゴルフ」

6月も見所、盛りだくさんです。　　　　　

　　　　　さあ、園内に繰り出しましょう。

SKYPARK News
FM 長野エバーグリーンキャンペーン「サンパチェンスミーティング」が今年も信州スカイ

パークで行われました。

5 月らしい青空の広がる爽やかな好天に恵まれた先

月17 日（日）、アルウィンを望む【みどりの交流ゾーン】

園路沿いの花壇に、公募で集まった家族連れなど約

80 名の方が、サンパチェンスの苗をひとつひとつ丁寧

に植えていきました。作業の後アルウィンの見学ツアー

も行われ、参加者の皆さんはロッカールームや観覧室、

広 と々したピッチなどを熱心に見入っていました。

【花のプロムナードゾーン】 のソメイヨシノ

　FM 長野主催のサンパチェンス植栽イベント、今年もスカイパークで開催

19：00 KICK OFF（予定）　ヤマザキナビスコカップ 予選 第 7 節
松本山雅 FC  vs  アルビレックス新潟3（水）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

16：00 KICK OFF（予定）
2015 明治安田生命 J1リーグ 1st ステージ 第 15 節
松本山雅 FC  vs  FC 東京

7（日）
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 17 節
松本山雅 FC  vs  湘南ベルマーレ

27（土）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

13：00 KICK OFF（予定）
第 51 回全国社会人サッカー選手権長野県大会 決勝
アンテロープ塩尻  vs  中野エスぺランサ

28（日） 長野県サッカー協会

第 24 回長野県クラブユースサッカー選手権大会（U-15)  決勝20（土） 長野県サッカー協会

アルウィン

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  アルティスタ東御14（日） 北信越社会人サッカー連盟

長野県サッカーリーグ28（日） 長野県サッカー協会

芝生グラウンド

陸上競技場

球技場

大会・イベント名日　付 主　催

第 54 回長野県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選会6（土） 中信地区中学校体育連盟

アップルランド S&B 杯 第 11 回ちびっこ健康マラソン大会13（土） 株式会社アップルランド

平成 27 年度長野県国体第 3 回予選会 兼 長野県 6 月競射会14（日） 長野県アーチェリー協会

第 2 回長野県ジュニアゲームズ20（土） 長野陸上競技協会

第 32 回長野県小学生陸上競技大会／長野県混成競技大会21（日） 長野陸上競技協会

シニア40 長野県大会14（日） 長野県サッカー協会

体育館
長野県高等学校総合体育大会 バドミントン競技6（土）～ 8（月） 長野県高等学校体育連盟

第 68 回松本市中学校体育大会夏季大会 バドミントンの部13（土） 松本市中学校体育連盟

第 67 回中部日本卓球選手権大会長野県予選会14（日） 松本卓球連盟

第 54 回長野県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選会 バドミントン競技20（土） 中信地区中学校体育連盟

全日本大学フットサル大会21（日） 長野県フットサル連盟

第 54 回長野県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選会 卓球競技 27（土）・28（日） 中信地区中学校体育連盟

第 70 回国体テニス競技長野県大会（成年）6（土）・7（日） 長野県テニス協会

2015 長野県小学生テニス選手権 北信越予選12（金）～14（日） 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（団体）20（土） 長野県テニス協会

2015 実業団テニス大会 北信越予選27（土）・28（日） 長野県テニス協会

庭球場

国興展
《開催時間》5 日 10：00 ～17：00、 6 日 9：00 ～16：005（金）・6（土） 株式会社国興

信州夢街道フェスタ 2015
《開催時間》10：00 ～17：0013（土）・14（日） 信州夢街道フェスタ 2015

実行委員会

やまびこドーム

6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
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