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庭球場

ターミナルゾーン
 シーズン中は大型イベントなどで多くの人が訪れたやまびこドーム周辺も、この時期はひっそり

と静まり返っています。信州まつもと空港の滑走路を間近に望む展望台は小高い丘になっており、

雪が積もった後の休日は子どもたちが元気に雪

遊びをする姿をよく見かけます。

2014年 2月の大雪　　　　　　

展望台で雪遊びする子ども達　　

みどりのプロムナードゾーン
 【ターミナルゾーン】と

【みどりの交流ゾーン】を

つなぐ園路が滑走路沿い

に続くエリア。園路脇の

木々はこれから春にかけ

て美しい花を咲かせます。
　　クライミングウォール前のマンサク

みどりの交流ゾーン
 スカイパークの北端に位置する、アルウィンを中心としたこちらのエリア

からも、周囲の山々がきれいに見えます。天気の良い日には、街かど広

場の小高い丘の上のあずまやから遥か北の方角に、青空に白く浮かび

上がるような鹿島槍ヶ岳（後立山連峰）の姿をアルウィン越しに望

むことができます。

　　街かど広場

　　アルウィン

競技スポーツゾーン
陸上競技場や体育館などのスポーツ施設が集まるこちらのエリアも、雪が

積もると雰囲気が一変。樹形が美しいケヤキ並木など木々も多いので、白い

雪と黒い木の幹のコントラストを楽しみ

ながら散策してみては。

　　陸上競技場

　　陸上競技場前 『やまびこ群像』

花のプロムナードゾーン
春は霞むような淡いピンクのサクラ、夏

は深緑のトンネルと色とりどりのバラ、秋には

鮮やかな

紅葉、そして冬

には地面に独特の影を

落とす園路沿いの冬木

立。一年を通して変化に

富んだ景色を歩きなが

ら楽しめるエリアです。

ファミリースポーツゾーン
春～秋のシーズン中は家族連れなどたくさんの人で賑わう南管理棟とその

周辺も、冬は違った表情を見せます。夏は青々としていた芝生の広場も、ひと

たび雪が積もれば一面真っ白に。

　　南管理棟

　　多目的芝生広場

野と花のゾーン
信州スカイパークのいちばん南にある

とても見晴らしの良いエリアです。展望広

場からは一面の雪野原とその背後に聳える北ア

ルプスを始め、四方の山々を見渡せるほか、雪原

に佇む大小さまざまなオブジェなど、ここでしか見

られない壮大な景色を楽しむことができます。

そび

　　展望広場から北アルプスを望む

　　「雪原を駆ける」 （馬のオブジェ）

入口広場

　　風の丘

　　玉石広場

月イチ特集

お正月を過ぎてもなかなか気温が下がらず、先月までは春のような陽気が続いたこの冬。各地で梅など春の花が咲いてしまったと

いうニュースが聞かれ、当初は暖冬ともいわれていましたが、１月中旬から強い寒気が到来。長野県内でもこの冬初めてのまとまっ

た雪が降り、一転厳しい寒さに見舞われています。信州スカイパークもこの雪で一面真っ白に雪化粧しました。他の季節に比べ静か

な園内はちょっと寂しい気もしますが、広大な芝生の広場が一晩で雪野原に姿を変えたり、葉を落として枝振りがあらわになった冬

木立、北アルプスを始め雪を頂く周囲の山々の眺めなど、意外にも見どころいっぱい。広い園内で雪遊びも楽しいものです。

今月はそんなスカイパークのさまざまな冬の表情を集めてみました。

スカイパークの冬景色
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スカイパーク写真館

暖冬などと言われていましたが先日は大雪となり、冬の寒さもこれからが本番のようです。

毎年この季節にしか出会えない冬の風景を探しにスカイパークへお出かけくださいね。

冬はコニファーの彩がお楽しみいただけます。

暖かかった日から突然の雪景色となりました。

耳をすませば、奏でる音が風に乗って届きます。

寒さ対策は万全にしてお出かけくださいね。

SKYPARK News
年の瀬もスカイパークでは毎年さまざまなイベントが行われます。12 月 30 日（水）、『年忘れ !

年末走り納めランニング 2015』が園内を 1 周する 10km 周回コース「信州スカイロード 10」で

行われ、ランニング愛好家など 85 名が参加しました。晴天にも恵まれ、参加者

の皆さんは思い思いのペースでランニングを楽しみ、来たる年への英気を養ってい

ました。アルウィンの会議室では恒例の年越しそば打ちが行われ、冬休み中の小

学生などが親子でそば打ちを楽しみました。

また、こちらも恒例の『年越しフットサル』は、例年会場となっているやまびこドー

ムが改修工事中のため、今年は会場を体育館に移しての蹴り納めとなりました。

　走り納め・年越しそば打ち・フットサル―さまざまな年末イベントで賑わう

『年忘れ！年末走り納めランニング 2015』

『アルウィンで年越しそばを打とう！』

北アルプスを望む早春の信州スカイパークを、景色を楽し

みながら駆け抜けるランニングイベント『春の松本ランニン

グフェスティバル 2016 in 信州スカイパーク』。５回目とな

る今年は 3 月 19 日（土）に開催されます。

参加者のエントリー受付は 1 月 31 日（日）で締め切られ

ましたが、大会当日に受付・コース整理・

参加者のサポート等、大会運営に関

わるさまざまな業務を行っていただ

くボランティアスタッフを募集して

おります。

お申し込み・お問い合わせ

春ラン実行委員会事務局（TOY BOX 内）
〒390-1243　長野県松本市神林 5300
TEL 0263-57-2211　　FAX 0263-57-0444
E-mail　info@haruran-skypark.jp

春ラン公式サイト　http://www.harurun-skypark.jp/

■主な活動内容

参加者・スタッフ受付、ランナーへの給水・給食、コース（沿道）

の整理等、ランニング大会運営にかかわる諸業務

■申し込みの条件

●下記のいずれかのボランティア説明会に参加できること。

　①2016 年 3 月 5 日（土）10 時～ 11 時【アルウィン会議室】
　②2016 年 3 月 9 日（水）19 時～ 20 時【　　 同　上 　　】

●活動日現在15 歳以上であること。  ※中学生は参加できません。

●指定の場所、時間で活動が可能であること。

●屋外で、立ったままでの活動が可能であること。

●日本語の日常会話と読み書きができること。

●その他主催者が定める注意事項等を守れること。

■申し込み方法

春ラン公式サイトから【申し込み書（PDF）】を印刷し、必要事

項をご記入の上、左記の春ラン実行委員会事務局宛に郵送または
FAX でお送りください。

   申し込み締切：2 月 28 日（日）必着

■その他

開催日食事（弁当）支給、記念グッズ進呈

※報酬・交通費の支給はありません。

ボランティアスタッフ募集要項　春の松本ランニングフェスティバル 2016
 in 信州スカイパーク

ボランティアスタッフ大募集！

　日　　時： 2 月 27 日（土）　①10:00 ～ ②14:00 ～　各回先着 100 名様（なくなり次第終了）
　会　　場： アルウィン　　　 ※時間等は変更になる可能性がございます。

　毎年ご好評をいただいております花木の無料配布を今年も開催いたします。園内の樹木の剪定作業の
際に出た枝を温度管理して咲かせ、皆さまにお配りします（数量限定）。ひと足早い春をどうぞお楽し
みください。また、楽しい企画が盛りだくさんの『遊んで学んでスカイパーク』もアルウィンにて同時
開催の予定です。是非お出かけください !
　※詳細は決まり次第、信州スカイパークのホームページ（http://shinshu-skypark.net/）等でお知らせいたします。

『早春のかほり お届けします～花木無料配布』『遊んで学んでスカイパーク』開催

大会・イベント名日　付 主　催

2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

第 16 回ウィンター坪田杯交流大会
6（土）・
13（土）・14（日）

長野県ハンドボール協会

第 18 回長野県ジュニアオープンバドミントン選手権11（木・祝） 長野県バドミントン協会

長野県中南信地区ジュニアフットサル大会27（土）・28（日） 長野県中信フットサル連盟

アルウィン

『遊んで学んでスカイパーク』
『早春のかほり お届けします～花木無料配布』

27（土） TOY BOX

【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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