
ドッグランの使い方《初心者編》

ドッグランは飼い主さんだけでなくワンちゃんにとっても大事な社交の場で

す。 飼い主さん同士、ワンちゃん同士、お互いに気持ちよく利用できるよう、

ルール ・マナーを守ってご利用ください。

■ゲートをくぐると中は二重扉になっています。 犬の逸走等思わぬトラブ
　　ルを防ぐため、 入退場の際、 二重扉は同時に開けないでください。

■エリア内（二重扉の内側）に入場後、 10 分くらいはリードを離さず
　　に歩行させ、 他の犬に慣らすようにしてショックをやわらげましょう。

■ドッグランにはいろんなワンちゃんが訪れます。 不測の事態に対処でき
　　るよう、 自分の愛犬から目を離さないでください。

■危険と思われた時は、 エリア内でもリードをつなぎましょう。

信州スカイパー

クのドッグランは、

公園利用者の要望

に応えるとともに、

マナー向上に役立

てることを目的に、

今から 8 年前の

2007 年 10 月、

スカイパーク南端

のエリア【野と花のゾーン】に開設されました。小型犬専用エリア、大・

中型犬専用エリアを合わせて約 2,000 ㎡の敷地は、元気なワンちゃ

んが思い切り走り回るのに十分

な広さです。また、公園西側

の傾斜地を利用して造られたこ

ちらのドッグランからは、「風の

丘」のタンポポの綿毛のような

オブジェ越しに信州まつもと空

港の滑走路ややまびこドーム、

そして背後には美ヶ原高原や鉢伏山、高ボッチ高原などを有する東山

を望むことができます。こ

れからの季節は、滑走路の

反対側【花のプロムナード

ゾーン】のサクラ並木が鮮や

かに紅葉する様子も楽しめ

るなど、たいへん眺望の良

いドッグランです。
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ドッグランへのアクセス

ドッグランサポーターズクラブ
　信州スカイパークのドッグランは「ドッグランサポーターズクラブ」

がボランティアで維持管理を行っています。

　ドッグランサポーターズクラブではドッグランの草刈・清掃等の整

備作業も定期的に行っています。作業時はドッグランの利用が出来ま

せんのでご了承ください。10 月以降の作業日程は以下のとおりです。

10 月 10 日（土） 15:00 ～日没
作業日 作業（閉場）時間

10 月 22 日（木） 15:00 ～日没

11 月  6 日（金） 15:00 ～日没

11 月 19 日（木） 15:00 ～日没

12 月  5 日（土） 13:00 ～日没
※作業日は天候等により変更になる場合がございます。

愛犬と一緒にスカイパークの秋を満喫！
 ドッグラン周辺エリアのご案内

　“スポーツの秋”思いきり体を動かしたいのはワンちゃんだけでは

ないはず。せっかく広い信州スカイパークに来たのだから、自然豊か

で景色の良い園内をワンちゃんと一緒にお散歩しませんか？「玉石広

場」やコスモスの咲くワイルドフラワー園、ハナミズキやニシキギ、

ドウダンツツジ等、これからの時期美しい紅葉が見られる「信州花

の広場」などのある【野と花のゾーン】を巡るだけでも良い運動にな

ります。本格的に運動したい方、またスカイパーク全体を満喫したい

という方は園内を 1 周する 10km 周回コース『信州スカイロード

10』を利用するのもおすすめです。

※園内を散歩する際は必ずリードを着用のうえ、フン等は必ずお持ち帰りください。

ドッグランの会員登録について

※1　18 歳以下の方の登録には保護者の同意が必要です。また、中学生以下の方についてはご利用の際も保護者同伴でお願いいたします。
※2　申請書は信州スカイパークホームページからダウンロード可能。またアルウィンはじめ園内施設の窓口でも配布しています。
※3　退会される場合はカード返却の際に返金いたします。万が一カードを紛失・盗難・破損された場合、返金は致しかねます。カード再発行に際しては
　　  再度保証料をいただくこととなりますのでご注意ください。

10 月 1 日（木）より会員制がスタートしたスカイパークのドッグラン。ご利用には事前の会員登録が必要ですが、利用規約の

基準を満たした中学生以上の方であればどなたでも登録ができます。信州スカイパークホームページ等に掲載している『松本平広

域公園ドッグラン利用規約』をよくお読みいただき、ご理解いただいた上でご申請ください。登録の受付は信州スカイパークの総

合窓口でもあるアルウィンの窓口で行っております。（受付時間　8：30 ～17：00　年中無休）

《登録の際にお持ちいただくもの》

 ●ドッグラン会員申請書（1 名につき 2 頭まで登録可能。必要事項を記入の上、署名・捺印してください。）

 ●当該年度の狂犬病予防注射済票番号がわかるもの（タグ or 封筒）

 ●混合ワクチン予防接種証明書（1 年以内のもの）

 ●IC カード保証金 1,000 円（ドッグランサポーターズクラブ会員の方を除く）

■登録いただいた方には会員証（IC カード）を発行します。このカードで門扉

　　を開錠しますので、ドッグランご利用の際には忘れずお持ちください。

■申請からカードお渡しまで約 1 週間かかります。

■ご希望の方にはカードにワンちゃんの写真をお入れします。写真のデータ

　（JPEG 画像）を下記宛て E メールでお送りください。

【写真データ送付先】E-mail  info@shinshu-skypark.net

【詳細はこちら】URL  http://shinshu-skypark.net/
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名　　称 松本平広域公園ドッグラン

場　　所 【野と花のゾーン】5 号駐車場北側

利用時間 日の出～日没まで

備　　考 犬用足洗い場、水飲み場完備

規　　模
総面積：2,000 ㎡

小型犬専用エリア：400 ㎡
大・中型犬専用エリア：1,600 ㎡

　  信州まつもと空港を望む眺望抜群のドッグラン

最寄りの駐車場：5 号 P
普通車 56 台収容

タンポポや葉っぱのオブジェが並ぶ風の丘 ハナミズキ等の紅葉が美しい信州花の広場

大きな石が立ち並ぶ玉石広場 ワイルドフラワー園のコスモス

月イチ特集

信州スカイパークにドッグランが開設されて今月で８年。周辺にお住まいの方はもちろん、県内外からたくさんの愛

犬家の皆さんが毎日のように訪れ、大小さまざまなワンちゃんがのびのびと駆け回る光景を目にすることができます。

より安心・安全に、そしてより快適にご利用いただくため、この 10 月から会員制のドッグランとして生まれ変わり

ました。登録方法などもこの中で詳しくご紹介していきます。

スポーツの秋、人もワンちゃんもスカイパークで思いきり運動しませんか？

　　スカイパークのドッグランスポーツの秋、

愛犬と一緒にリフレッ
シュ！
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スカイパーク写真館

『2015 年　秋』

朝晩涼しくなり、秋の訪れを感じますね。

寒暖の差の大きいシーズン、体調管理も万全にスカイパークへ遊びに来てくださいね。

秋の彩り前のケヤキ【ターミナルゾーン】

心地よい風に吹かれながら、

ジョギング・ウォーキングをお楽しみください。

秋桜（コスモス）【競技スポーツゾーン】

コスモスの花が秋風に揺れながら

皆様をお待ちしております。

サンパチェンス水上花壇【ターミナルゾーン】

今年は、修景池の畔にも

サンパチェンスの花が咲いています。

アスレチック遊具【ファミリースポーツゾーン】

秋の過ごしやすい季節、

たくさんの想い出づくりをしてくださいね。

『花守の会』 今月のスケジュール2015

10
October

10日（土）9:00～ 11:00
みどりの交流ゾーンの刈込
14 号 P（みどりの交流ゾーン）

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。
http://shinshu-skypark.net/

『

花
守の会』に参加しませんか?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

第 36 回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 北信越予選23（金）～25（日） 長野県テニス協会

第 26 回 信濃の国 楽市楽座17（土）・18（日） 信濃の国楽市楽座実行委員会

やまびこドーム

長野県山形テニス大会18（日） 長野県テニス協会

長野県秋季ジュニアテニス大会12（月・祝） 長野県テニス協会

庭球場
長野県一般リーグ24（土） 長野県ハンドボール協会
リバティーカップ秋季大会　18（日） リバティークラブ

中信フットサルリーグ リーグ戦4（日） 中信フットサルリーグ

第 27 回長野県中学校バドミントン選手権大会10（土） 長野県バドミントン協会

中信強化リーグ大会3（土） 長野県ハンドボール協会
体育館

全国レディースサッカー大会 北信越予選24（土）・25（日） 長野県サッカー協会

長野県女子 U-15 県リーグ3（土） 長野県サッカー協会

長野県 U-15 県リーグ10（土）・31（土） 長野県サッカー協会

地区リーグ決勝大会11（日） 長野県サッカー協会

球技場
第 6 回長野県秋季強化記録会18（日） 長野陸上競技協会

第 94 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会 準決勝
 ①10：30 KICK OFF（予定）　　②13：00 KICK OFF（予定）

31（土） 長野県サッカー協会

平成 27 年度長野県 10 月競射会11（日） 長野県アーチェリー協会

高円宮杯 U-15 サッカーリーグ10（土） 長野県サッカー協会

第 58 回松本市市民体育大会 陸上競技の部10（土） （一財）松本体育協会
陸上競技場

大会・イベント名日　付 主　催

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 15 節
松本山雅 FC  vs  サガン鳥栖

24（土）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

15：00 KICK OFF（予定）
2015 明治安田生命 J1リーグ 2nd ステージ第 13 節
松本山雅 FC  vs  清水エスパルス

3（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

10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。

第 61 回長野県テニス選手権
4（日）・10（土）・
11（日）・31（土）

長野県テニス協会

長野県 U-18 リーグ参入戦4（日） 長野県サッカー協会

北信越チャレンジリーグ18（日） 長野県サッカー協会

信州チャレンジスポーツ DAY 201517（土） 長野県教育委員会
信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会

信州チャレンジスポーツ DAY 201517（土） 長野県教育委員会
信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会

信州チャレンジスポーツ DAY 201517（土） 長野県教育委員会
信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会

信州チャレンジスポーツ DAY 201517（土） 長野県教育委員会
信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会

信州チャレンジスポーツ DAY 201517（土） 長野県教育委員会
信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会 【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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