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信州まつもと空港信州まつもと空港
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TOY BOX
信州スカイパーク
サービスセンター

『信州スカイロード 10』
（10km 周回コース）

ハーフコース（4.5km）

①①
②②

③③④④

⑤⑤

⑥⑥
⑦⑦

⑧⑨　⑧⑨　

信州スカイパークの

いちばん南にある水辺

です。園内を一周する

全長 10km の『信州ス

カイロード 10』のコー

スから少し奥に入った

静かな場所にあり、広々

とした草原や花畑の広

がる【野と花のゾーン】の中でもゆったりくつろげる休憩スポットです。

●時間　9:00 ～16:00 頃　　●最寄りの駐車場　6 号 P

～スカイパーク “穴場” のくつろぎスポット～
　池 流れ 【野と花のゾーン】

①

②

1978 年（昭和 53 年）

に現在の【競技スポーツ

ゾーン】で行われた『第 33 回国民体育大会秋季大会（やまびこ国体）』

の開催を記念して建てられたモニュメント『やまびこ群像』。現在もこのエ

リアのランドマークとして陸上競技場前の広場に聳え立つこのモニュメント

を彩る噴水は、私たちの目にはこの時期いっそう爽やかに映ります。

●時間　平日 10:00 ～12:00 ／土日 10:00 ～17:00
●最寄りの駐車場　1 号 P

～噴き上がる水が『やまびこ国体』のシンボルを爽やかに演出～
　陸上競技場前『やまびこ群像』の噴水 【競技スポーツゾーン】

⑥

平成 5 年（1993 年）に開催された『信州博覧会』の会場となったこちらの

エリアには、スカイパークの中で最も規模の大きい水辺が整備されています。人

工の滝から流れ出て修景池へと注ぐ流れは、夏休み中ともなると水遊びをする

子ども達で賑わいます。流れの南端にある滝には霧（ミスト）発生装置が組み

込まれており、左手奥に立っているスイッ

チのランプ点灯

中にボタンを

押 す と、白

く煙る霧が

約 7 分 間 噴

き出します。

～滝には涼を演出する楽しい仕掛けが～
　滝 流れ 【ターミナルゾーン】

●時間　9:00 ～17:00
※流れ全体に水が行き渡るのに１時間程度を
要します。
●最寄りの駐車場　8 号 P

③

④

信州まつもと空港のターミナルに隣接するこのエリアの中ほどにある池

です。池のほとりにはラベンダー畑や木陰のベンチがあり、時間を忘れ

てのんびりくつろぐこと

ができます。時折上が

る噴水が涼しげです。

●時間（噴水）
　平日 10:00 ～12:00
　土日 10:00 ～17:00

●最寄りの駐車場
　8、10 号 P

～穏やかな水面を眺めながらゆったりとした時間を満喫～
　修景池 【ターミナルゾーン】

⑤

総合球技場アルウィンの他、マレットゴルフコースやバーベキュー広

場など大人も子どもも楽しめる施設が集まるこちらのエリア。信州ス

カイパークの中でも比較的新しいエリアのため木陰となる大きな木こ

そ少ないですが、幅

45m の壁を爽やか

な水音を立てて水が

流れ落ちる壁泉（へきせん）や石畳の広場の円形流れがあ

り、小さなお子さまを連れたお母さんなど多くの方の憩い

の場となっています。

●時間　10:00 ～15:00　　●最寄りの駐車場　12 号 P

～幅 45m の壁を流れ落ちる水の音に癒される～
　壁泉・水の広場（円形流れ） 【みどりの交流ゾーン】

⑧

⑨

アルウィンにほど近く、木陰の

あずまややベンチが点在する「親

しみ広場」には、さまざまな植

物に囲まれてひっそりと流れる小

さな水辺があります。

●時間　7:00 ～17:00
●最寄りの駐車場　14 号 P

～さまざまな樹木に囲まれた小さな流れ～
　親しみ広場 【みどりの交流ゾーン】

⑦

※時間＝ポンプの運転時間の為、 実際に水が流れる時間とは多少のずれがあります。 また、 メンテナンス等のため時間変更または運転中止となる場合があります。

熱中症にご注意ください

　今年も梅雨明け頃から連日厳しい暑さが続いており、 各地で

熱中症とみられる症状で搬送されるケースが増えています。 強烈な

日差しが降り注ぐ日中などに外出する際は特に、 帽子を被ったり

熱や汗を放出しやすい服を着る、 日なたなどの高温になる場所に

長時間いるのを避ける、 水分＆塩分をこまめに補給する、 等の熱

中症対策が欠かせません。 夏休み中ということもあり、 外でのレ

ジャー ・スポーツに出かける機会も増えると思いますが、 その日の自

分の体調と相談し、 決して無理をしない事も大切です。

　　スカイパーク 水辺 MAP

月イチ特集

梅雨が明け、信州にも本格的な夏がやって来ました。比較的冷涼と言われている長野県の夏ですが、

近年では最高気温が 35 度を上回る猛暑日も珍しくなくなってきています。強烈な日差しと厳しい暑さ

に見舞われるこの時期、涼しげな公園の水辺や木陰は訪れる人にとって、ほっとひと息つけるオアシス

のような存在。スカイパーク内の水辺も夏休み中の子どもたちや家族連れなど、涼を求めるお客様で賑わいます。

先月号に続く『スカイパーク憩いのスポット』第 2 弾は、涼感あふれる園内の水辺のご紹介です。

スカイパーク憩いのスポット案内　　　　
② 水辺編　　　　

【ターミナルゾーン】修景池の噴水

shinshu-skypark.net
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スカイパーク写真館

『2015 年　夏』

皆さま、スカイパークで夏を感じてみませんか ?

「夏の香り（オーナー花壇）」

夏の暑さを吹き飛ばすかのように

ラベンダーが爽やかな香りを届けてくれます。

「夏の楽しみ（南管理棟）」

暑さ対策も万全にして、スカイパークで

楽しい夏休みの思い出を作ってください。

「夏の音（陸上前噴水）」

夏風に乗って聞こえてくる虫の声、

夏休みを満喫している元気な声が響き渡ります。

「夏の道（みどりの交流ゾーン）」

どこまでも続くように思える園路を辿って行くと

すてきな夏の思い出が見つかりそうな気がします。

TOY BOX イベント案内

日 時　8 月 2 日（日） 10:00~15:00
　　　※小雨決行

場 所　【ターミナルゾーン】修景池前

内 容
　●ラベンダーの無料　
　摘み取り
　●ラベンダーを使った
　　アートフラワーの
　　アクセサリー作り
　　ワークショップなど

『ラベンダーフェスティバル 2015』

日 時　8 月 8 日（土） 9:30~16:00
場 所　アルウィン

内 容
　●「スーパーソーラーカー」キット作り
　●ミクロの世界を見てみよう
　●特別学校紹介プログラム
　　「高専を知ろう !」
などテーマ多数
※参加費無料・事前申込不要

『2015 長野高専スカイパーク科学館』

18：00 KICK OFF（予定）
2015 明治安田生命 J1リーグ 2nd ステージ 第 7 節
松本山雅 FC  vs  名古屋グランパス

16（日）
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）
第 95 回天皇杯全日本サッカー選手権大会　1 回戦
松本山雅 FC  vs  福井県代表

29（土）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

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

長野県 U-15 リーグ1（土）・8（土） 長野県サッカー協会

2015 長野高専スカイパーク科学館8（土） TOY BOX ／長野高専

長野県サッカーリーグ2（日） 長野県サッカー協会

第 5 回安曇野陸上競技記録会2（日） 安曇野陸上競技協会

第 56 回塩尻市民体育大会夏季大会 陸上競技の部8（土） 塩尻市体育協会

第 45 回長野県アーチェリー選手権大会9（日） 長野県アーチェリー協会

第 58 回東海陸上競技選手権大会22（土）・23（日） 長野陸上競技協会

第 39 回中信地区陸上競技選手権大会30（日） 中信地区陸上競技協会

シニアチャンピオンシップ in 北信越2（日） 長野県ドッジボール協会

中信強化リーグ大会8（土） 長野県ハンドボール協会

平成 27 年度第 4 回松本ソフトバレーボール大会9（日） 松本ソフトバレーボール連盟

球技場
長野県 U-15 リーグ1（土）・8（土）・29（土） 長野県サッカー協会

長野県中信サッカーリーグ2（日） 長野県中信サッカーリーグ

第 22 回全国クラブチームサッカー選手権長野県大会　決勝9（日） 長野県サッカー協会

高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2015　プリンスリーグ北信越23（日） 長野県サッカー協会

長野県サッカーリーグ30（日） 長野県サッカー協会

中信フットサルリーグ16（日） 中信フットサルリーグ

第 37 回アルプスオープン卓球選手権23（日） 松本卓球連盟

リバティーカップ夏季大会30（日） リバティークラブ

2015 RSK 杯全国選抜ジュニアテニス選手権長野県予選1（土）・2（日） 長野県テニス協会

2015 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権長野県予選22（土）・23（日） 長野県テニス協会

長野県ジュニアテニス大会（D）29（土） 長野県テニス協会

庭球場

8月 イベントインフォメーション

※ 下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。

『花守の会』 今月のスケジュール

http://shinshu-skypark.net/

『

花
守の会』に参加しませんか?

2015

8
August

1 日（土）9:00 ～ 11:00

ラベンダーの刈取り

2 号 P（競技スポーツゾーン）

22 日（土）9:00 ～ 11:00

バラの花がら摘み

7 号 P（花のプロムナードゾーン）

日　　時

内　　容

集合場所

※天候等により予定を変更または中止する場合があります。

お問い合わせ

TEL 0263-57-2211
TOY BOX 信州スカイパーク

サービスセンター

【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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