
冬
Winter

冷え込みは厳しかったものの、

昨年２月のような大雪には見舞われ

ず、比較的穏やかだった今年の冬。

大雪のため昨年は開催が中止と

なった『遊んで学んでスカイパー

ク』、そして恒例の花木無料配布も

無事行うことができました。

【野と花 の ゾーン】
展望広場から冠雪
の北アルプス（後立
山連邦）を望む

2/15（日）アルウィンで開催さ
れた『遊んで学んでスカイパーク』

（左）と『早春のかほり お届けし
ます～花木無料配布』（上）

春
Spring

陸上競技場の改修工事が完了、

また園内を 1 周する周回 10km

コースの名称が公募により『信州
スカイロード 10』に決定するな

ど、何かと新しい話題が多かった

この春。隣接する信州まつも

と空港には FDA の新しい

機体がお目見えし、人々の

注目を集めました。

てん

5/23（土）J1リーグ 1st ステージ第 13 節 
松本山雅 FC vs 横浜 F・マリノス戦の入場
者数が 18,906 人となり、アルウィン入場
者数の歴代最多記録
　　　　を更新。

　  5/17（日）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 in 信州スカイパーク』

　  屋根の葺き替え工事を終えたやまびこドーム

満開のサクラを楽しむ人たち
【花のプロムナードゾーン】4 月

「花守の会」活動スタート

4/18（土）開 催
TOY BOX CUP
グラウンドゴル
フ大会

　3/21（土･祝）『春の松本ランニング
フェスティバル 2015 in 信州スカイパーク』

夏
Summer

今年の夏も暑い日が

続きました。やまびこ

ドームを始め園内の各

施設ではさまざまなイ

ベントや大会が開催さ

れ、大勢のお客様で賑わいました。私達

TOY BOX でも『ラベンダーフェスティバル

2015』や『2015 長野高専スカイパーク科

学館』などを開催し、公園を訪れたお客様に

楽しんでいただきました。

　今年もバラがきれいに
咲きました。

【花のプロムナードゾーン】
6 月

やまびこドームでは大型イベントが
相次いで開催。（6/13,14『信州夢

街道フェスタ 2015』）　

南管理棟の七夕飾りつけ
7 月

8/8（土）
『2015 長野高専スカイパーク科学館』

お盆休み期間中、南管理
棟では毎日スーパーボール
すくいを実施。

8/22『南管理棟納涼まつり』

  8/2（日）
　『ラベンダーフェスティバル 2015』

秋
Autumn

例年に比べ残暑も少なく、

過ごしやすい陽気が続いた秋。

サッカー J リーグも佳境に入

り、アルウィンには大勢の観客

が詰めかけました。スポーツの

秋とあって、園内ではスポーツ

イベントや大会などが連日のよ

うに行われました。ドッグラン

の会員制が始まるなどの新しい

動きもありました。

10/4（日）『信州大学マラソン2015』

10/12（月･祝）『アルウィン無料開放
～芝生の上をはだしで走ろう！～』

10/17（土）『信州チャレンジ
スポーツ DAY 2015』でセグ
ウェイ乗車体験を実施。

11/7（土）『第94 回全国高校サッカー
選手権大会長野県大会』決勝戦

松本第一高校 vs 東京都市大学塩尻高校

　 11/13（金）TOY BOX CUP
マレットゴルフトリオ大会

月イチ特集

2015 年もあとわずか。今年もいろんな出来事がありましたね。信州スカイパークでも多くのイベントや大会が開催され、さまざ

まなニュースや話題が生まれた1年となりました。今月は、そんなスカイパークの 2015 年を写真と共に振り返ります。

 　2015 信州スカイパークこの１年写真で振り返る
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スカイパーク写真館

暖かい秋となりましたね。

2015 年も残り一か月となりました。

是非、スカイパークで想い出づくりしてくださいね。

【ターミナルゾーン】のケヤキ並木

木 の々織りなす豊かな色彩が楽しめました。

ベンチと夕日

徐 に々陽が落ちるのが早くなってきましたね。

【みどりの交流ゾーン】のモミジ

今年も真っ赤に染まった紅葉が見事でした。

クリスマス

冬も近づき、もうすぐクリスマスですね。

『花守の会』 今月のスケジュール2015

12
December

12 日（土）9:00 ～ 11:00
講習会（正月飾りづくり）
アルウィン（第 10 会議室）

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。

本年度最後の活動となります。
今年もたくさんの方に『花守の

会』ボランティア活動にご参加
いただき、まことにありがとう
ございました。

今年も信州スカイパークをご利用いただきありがとうございました。
2016 年は元旦より営業いたします。

来年も皆様のお越しを心よりお待ちしております。
TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　　

大会・イベント名日　付 主　催

12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。

体育館

【ファミリースポーツゾーン】ほか園内

北信越学生バドミントン新人選手権大会5（土）～7（月） 長野県バドミントン学生連盟

長野県ハンドボール　一般リーグ12（土） 長野県ハンドボール協会

第 10 回 GYMNET ビギナーズ体操大会20（日） NPO 法人
ジムナスティック・ネットワーク

第 13 回松本クロスカントリー大会6（日） 松本クロスカントリー大会
実行委員会

中信会長杯レディース・ベテラン・ジュニア卓球大会23（水・祝） 松本卓球連盟

第 18 回長野県小学生ジュニアオープンバドミントン大会27（日） 長野県バドミントン協会

　　　　　　 【ファミリースポーツゾーン】

南管理棟・サイクルセンター 営業日のご案内

■12 月 6 日（日）営業開始時間変更のお知らせ
　12 月 6 日（日）【ファミリースポーツゾーン】及び周辺エリアで『第 13 回松本クロスカントリー大会』
が開催されます。これに伴い、南管理棟・サイクルセンターは大会が終了次第（14 時頃の予定）営業開始と
なりますのでご注意ください。

■冬期の営業について
　① 12 月 1 日（火）よりサイクルセンターの営業終了時間が変更となります
　　冬期営業に伴い、12 月 1 日（火）よりサイクルセンターの営業終了時間が通常より 30 分早くなります。

　② 南管理棟・サイクルセンターの冬期営業日について
　　【ファミリースポーツゾーン】南管理棟・サイクルセンターは、

　2016 年 1 月 4 日（月）～ 2 月 29 日（月）の間、土・日・祝日のみの営業となります。
　　（※12 月 28 日 （月）～ 1 月 3 日（日）は年末年始休業となります。）
　　なお、平日のパターゴルフの用具貸出につきましてはアルウィン受付にて承りますので、お手数ですが
　下記までご連絡ください。

TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　TEL 0263-57-2211

●レンタサイクルの受付終了
●おもしろ自転車の受付終了
●返却・営業終了時間

16：00　⇒　15：30
16：30　⇒　16：00
17：00　⇒　16：30

【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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