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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）
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飛行機の離着陸を間近で！大迫力の飛行機ビュースポット
こども広場周辺【競技スポーツゾーン】

信州まつもと空港ターミナ

ルのほぼ真向かいにあるこ

ども広場は、信州スカイパー

クの前身である松本運動公

園の頃から同空港を離着陸

する飛行機などを見物するの

に最適なスポットでした。

園路沿いのベンチや芝生の広場でくつろぎながら、フェンス越し

に飛び立つ準備をする飛行機を眺められます。

 ●最寄りの駐車場　2 号 P

 
展望台【ターミナルゾーン】

こちらは空港ターミナルのすぐ脇にあり、

滑走路と隣接しているので、空港を出入りす

る飛行機を間近に見ることができます。着陸

してからターミナルに向かう飛行機の窓から

パイロットさんが手を振ってくれることも。

 ●最寄りの駐車場　10 号 P

 

サッカー J1 リーグ松本山雅 FC のホームゲーム等が開催され、毎回大変多く

の観客で賑わう総合球技場アルウィン。信州スカイパークの北端に位置するこの

スタジアム、実は格好の飛行機ビュースポットでもあります。試合の開催時間に

よってはスタジアムのすぐ横

を飛んでゆく飛行機を観客

席から見られます。

総合球技場「アルウィン」

おもしろ自転車広場や広大な芝生の広場があるこちらの

エリアからも、空港を行き来する飛行機がよく見えます。

いろんな遊具やレクリエーションと飛行機見物を一度に楽

しめるので、休日は家族連れなどた

くさんの方で賑わいます。

 ●最寄りの駐車場　4 号 P

 

南管理棟周辺【ファミリースポーツゾーン】

広々とした園内から遠くの山並みを望む“絶景”スポット

信州スカイパークの南端

にある展望広場からは、

まっすぐ北へのびる空港の

滑走路とその背後に聳える

北アルプスの壮大な景色を

眺めることができます。

 ●最寄りの駐車場　6 号 P

展望広場【野と花のゾーン】

アルウィンから陸上競技場への途中にあ

る小高い丘の頂上にはあずまやがあり、

北アルプスをバックにしたアルウィン、

振り返れば滑走路とその向こうに佇む

やまびこドームを望むことができます。

 ●最寄りの駐車場　13 号 P

 

街かど広場周辺【みどりの交流ゾーン】

【野と花のゾーン】西側の見晴

らしの良い斜面にあるドッグラ

ンからの景色もなかなかのも

の。これから迎える紅葉の時期

には、滑走路越しに鮮やかに色

づいた【花のプロムナードゾー

ン】のサクラ並木や、錦をまとったような東山を望むことができます。

眺望抜群のドッグランで愛犬と楽しいひとときをお過ごしください。

 ●最寄りの駐車場　5 号 P

  ※平成 27 年10 月1日より当園ドッグランは会員制となります。
ご利用には会員登録が必要です。詳細は信州スカイパークのホームページ
http://shinshu-skypark.net/
トップページ「オススメ情報」のバナーからご覧いただけます。

ドッグラン【野と花のゾーン】

南管理棟横の滑走路沿いにあ

るパターゴルフ場からは、北アル

プスを始め、美ヶ原や鉢伏山など

松本平に住む人には馴染みの深

い東山、また遠く南の方には中央

アルプスなども望むことができま

す。四方に広がる絶景を眺めな

がらのプレーはいかがですか ?

 ●最寄りの駐車場　4 号 P

 

パターゴルフ場【ファミリースポーツゾーン】

春には園路を覆うピンクのトンネルのようなサクラ並木を、また 6 月から

秋にかけては滑走路沿いのバラ園の色とりどりのバラなどの花々が楽しめ

る【花のプロムナードゾーン】。こちらのエリアからは、滑走路越しの北ア

ルプスの山並み、そして季節ごとに咲く花々（これからの

時期は紅葉）と飛行機の“競演”を楽しむことができます。

 ●最寄りの駐車場　7 号 P

 

【花のプロムナードゾーン】

“芸術の秋”を満喫。彫刻・オブジェのある風景

スカイパークには、広い園内の至る所にさまざまな彫刻・オブジェが点在しており、まるで野外美術館

のようです。中でも【野と花のゾーン】には、イギリスのストーンヘンジのような不思議な雰囲気の漂う玉

石広場や、風に揺れる葉っぱやタンポポのオブジェが印象的な風の丘などがあり、ちょっと非日常的な風

景を楽しむことが

できます。カメラ

を片手に散策する

のもおすすめです。

 ●最寄りの駐車場

　5 または 6 号 P

 

風の丘・馬のオブジェ・玉石広場【野と花のゾーン】

こんな所にも!

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

便　名
FDA211
JAL2852

松本発

12:30

札幌着

14:00

便　名
FDA212
JAL2851

札幌発

14:30

松本着

16:05

便　名
FDA205
JAL3542

松本発

13:20

福岡着

15:00

FDA207
JAL3544 16:30 18:10

便　名
FDA202
JAL3545

福岡発

10:20

松本着

11:50

FDA204
JAL3547 11:20 12:50

信州まつもと空港発着便 時刻表（2015 年 3 月29 日～10 月24 日）

■信州まつもと空港 ⇔ 新千歳空港（札幌）

■信州まつもと空港 ⇔ 福岡空港

①

②

③ ④

⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

⑩ ⑪ ⑫

月イチ特集

例年以上の猛暑に見舞われた今年の夏でしたが、厳しい暑さもようやく和らぎ、すがすがしい季節がやって来ました。爽やかな風

が吹く秋晴れの日は外でのびのび過ごしたいもの。広大な敷地の中に芝生の広場や水辺、遊具などさまざまな施設を有する信州スカ

イパークは、秋の行楽シーズンも多くの方で賑わいます。信州まつもと空港をぐるりと囲む園内からは、空港を離発着する飛行機を

間近に見ることができ、また北アルプスを始めとする山々を遠くに望めるなど、その素晴らしいロケーションも数ある魅力の一つです。

今月は、そんなスカイパークのおすすめビュースポットをいくつかご紹介します。真っ青な秋空の下、「美しい」そして「わくわく

するような」景色をスカイパークでお楽しみください！

　　　スカイパークおすすめビュースポット秋の行楽シーズン到来!

shinshu-skypark.net
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今年も各地で記録的な猛暑が続くなど、暑い夏となりました。県内でも暑さに加え雨の降らない日が続き、農作

物への影響が心配されます。お盆を過ぎてようやく暑さも落ち着いてきましたが、公園内の木々もだいぶ弱り気味

だったのでこれで一息となることを祈るばかりです。

さて 9 月 1 日は防災の日です。昨年も地震や土砂災害、御嶽山の噴火など県内外で自然災害が発生、多くの方が

被災し悲しい話題となりました。自然災害大国である日本に居る以上、災害とは無縁ではいられません。

信州スカイパークは松本空港と隣接しているため、有事の際には防災の

拠点となり得る場所だと考えています。私たちスタッフとしましてもいつ自

然災害や不測の事態が起きたとしても対応できる様想定をしておくことが

大事だと思います。

防災訓練や救命救急などを引き続き定期的に行い、広い芝生地や大きな

屋内施設などの機能を再度把握するなど防災意識を高めてスカイパークの

管理運営にスタッフ一同であたりたいと思います。

気持ちの備え

『花守の会』 今月のスケジュール2015

9
September

5 日（土）9:00 ～ 11:00

ヒマワリの片付け

6 号 P（野と花のゾーン）

12 日（土）9:00 ～ 11:00

ヒマワリの種取り

アルウィン

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。

26 日（土）9:00 ～ 11:30

ポピー等の種蒔き／交流会

6 号 P（野と花のゾーン）

第 36 回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会長野県予選26（土）・27（日） 長野県テニス協会

リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2015 信州まつもと12（土）・13（日） リレー・フォー・ライフ・ジャパン
信州まつもと実行委員会

やまびこドーム

長野県高等学校テニス大会23（水・祝） 長野県テニス協会
長野県秋季ジュニアテニス大会21（月・祝）・22（火・休） 長野県テニス協会
全国中学校選抜テニス大会長野県予選19（土） 長野県テニス協会
第 61 回長野県テニス選手権（5 日は全県予選）5（土）・12（土）・13（日） 長野県テニス協会

庭球場
グレープカップ in 塩尻27（日） 塩尻ソフトバレーボール連盟
第 8 回やまびこレディースオープンバドミントン大会23（水・祝） 長野県レディースバドミントン連盟
中信高等学校新人体育大会ハンドボール競技会22（火・休） 中信高等学校体育連盟

第 69 回全国レクリエーション大会 in ながの
　種目別全国交流大会（レクリエーションダンス）21（月・祝）

公益財団法人日本レクリエーション協会
長野県レクリエーション協会
長野県／長野県教育委員会

第 15 回長野県障がい者スポーツ大会13（日）
長 野 県

NPO 法人長野県障がい者スポーツ協会
長野県精神障がい者スポーツ推進協議会

信州婦人健康のつどい9（水） 長野県
全日本卓球選手権大会 長野県中信地区予選会（カデットの部）6（日） 長野県卓球連盟

体育館
地区リーグ決勝大会27（日） 長野県サッカー協会
北信越女子サッカーリーグ23（水・祝） 長野県サッカー協会

第 15 回長野県障がい者スポーツ大会13（日）
長 野 県

NPO 法人長野県障がい者スポーツ協会
長野県精神障がい者スポーツ推進協議会

高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2015　プリンスリーグ北信越5（土） 長野県サッカー協会
球技場

第 43 回中学校新人体育大会陸上競技大会（中南信）23（水・祝） 中信地区中学校体育連盟

第 15 回長野県障がい者スポーツ大会13（日）
長 野 県

NPO 法人長野県障がい者スポーツ協会
長野県精神障がい者スポーツ推進協議会

第 39 回中信高等学校新人体育大会陸上競技大会10（木）～12（土） 中信高等学校体育連盟
第 68 回長野県陸上競技選手権大会5（土）・6（日） 長野陸上競技協会

陸上競技場

大会・イベント名日　付 主　催

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  富山新庄クラブ
14：00 KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ 2 部
FC アビエス vs 中野エスぺランサ

13（日） 北信越社会人サッカー連盟

芝生グラウンド

14：00 KICK OFF（予定）
2015 明治安田生命 J1リーグ 2nd ステージ第 9 節
松本山雅 FC  vs  モンテディオ山形

23（水・祝）
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 2nd ステージ第 11 節
松本山雅 FC  vs  ガンバ大阪

20（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 2 回戦
【松本山雅 FC  vs  サウルコス福井】の勝者 vs 【ツエーゲン金沢 vs FC 今治】の勝者

5（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

9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
夏休みシーズンに入った 8 月のスカイパークで、恒例のラ

ベンダーフェスティバルなどのイベントが開催されました。

8 月 2 日（日）に【ターミナルゾーン】で行われた『ラベンダー

フェスティバル 2015』では、訪れた家族連れや偶然通りか

かった来園者の方などがよく晴れた夏空の下、やまびこドーム

を望む修景池のほとりのラベンダー畑での無料摘み取りの他、

ラベンダーを使ったリースやポプリづくりを楽しみました。

翌週の 8 月 8 日（土）には『2015 長野高専スカイパーク科学館』がアルウィンで開催され、夏休み中の小中学生など約 800

名が訪れました。国立長野高専の先生と学生の皆さんが講師や指導役を務め、身近な題材を用いて様々な科学の原理や現象を楽しく

わかりやすく解説する講座や実験などに、大人も子どもも真剣に取り組んだり見入ったりしていました。　

　夏休みのスカイパークでさまざまな催し

8/8 『2015 長野高専スカイパーク科学館』

8/2 『ラベンダーフェスティバル 2015』


