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J リーグもいよいよ佳境。白熱の試合はスタジアムで！

収 容 人 数 約

20,000 人の球

技専用スタジアム

である総合球技

場「アルウィン」

は、【みどりの交

流ゾーン】の中

心施設。言わず

と知れたサッカー

Ｊ2 松本山雅ＦＣの試合が行われるホームスタジアムであり、毎回大

勢の観客が詰めかけます。Ｊ1 復帰への期待が高まる松本山雅ＦＣの

ホームゲームも残すところあと５試合。正念場を迎え、試合毎にスタ

ジアムの熱気も増してゆきそうです。そんな熱い試合を観戦するなら、

やはりライブがいちばん！ 是非一度スタジアムに足を運んで、選手

のプレーを間近で観られるその迫力と、声を揃えて応援する観客席

の一体感を、そしてスタジアム全体を包む熱気を味わってください！

《芝生グラウンド》
アルウィンに隣接する天

然芝のグラウンド。シーズ

ン中は小学生から社会人ま

で、さまざまなカテゴリー

の試合が行われています。

 ① ① 総合球技場「アルウィン」

眺めの良い静かな “穴場”

【競技スポーツゾー

ン】庭球場から信州ま

つもと空港滑走路沿い

の園路をアルウィンに

向かって歩いて行くと、

石畳の広場と背後に広

がる緩やかな傾斜の芝

生の丘が迎えてくれま

す。こちらが【みどりの交流ゾーン】のいちばん南端に位置する「街

かど広場」です。スカイパークの中でも静かな一角にあり、落ち着

いた雰囲気のちょっとした穴場です。丘の麓には

ひと休みできるテーブルとベンチ、そして４種類の

健康遊具があり、のびのびと体を動かしたりくつ

ろいだりするのに最適です。ウォーキングやジョ

ギングの途中に軽くストレッチ、なんていうのも

良いかもしれません。また、

滑走路の北端に近い丘の

上からは、風向き等の

条件が揃えば空港を離

着陸する飛行機を間近で

見ることができます。

② 街かど広場② 街かど広場

木陰にひっそり佇む小さなオアシス

【みどりの交流ゾーン】

のほぼ中央に位置する「親

しみ広場」は、園路沿い

の針葉樹をはじめさまざま

な木々に隠れるようにひっ

そりと佇む広場です。園路

を歩いているとなかなか気

づきませんが、一歩中に入るとそこには意外にも広 と々した空間が広

がっていて、円形劇場のようなウッドデッキのあるあずまやを中心に、

周囲には小さなあずまややベンチが点在しています。木陰を流れる

小さな水辺もあり、自然に囲まれた静かな環境でゆったりくつろぐこ

とができます。秋の景色を楽しみつつ、読書や物思いにふけるのも

良いかもしれませんね。

 　④ 　④親しみ広場 涼やかな水音に癒される

【みどりの交流ゾーン】の東側、12 号駐車場のすぐ脇には、幅

45m の壁面をさらさらと心地良い音を立てて水が流れ落ちる壁泉

と、円形の水路を水が流れる爽やかな水辺からなる「水の広場」

があります。くるぶし程度の水深の円形流れは、夏場は水遊びで

涼をとる親子連れで賑わいます。

⑤⑤ 水の広場

【みどりの交流ゾーン】
おもしろスポット

らせん状のちょっと

不思議な建物は、その

形状から「バベルの塔」

と呼ばれています。実

は子供用の滑り台付き。

　　夏場は人気の水遊びスポット

　　幅 45mの壁を水が流れ落ちる壁泉

行楽シーズンは賑わう

【ターミナルゾーン】

のバーベキュー広場よ

り規模は小さいです

が、【みどりの交流ゾー

ン】多目的広場の南側

に は ４ 基 の バ ー ベ

キューピットが設置されており、どなたでも自由に利用す

ることができます。４基のうち２基は屋根つきなので、

突然の雨でも安心。また、駐車場から近いので便利です。

人気スポットのため秋の行楽シーズンも大変混み合いま

す。マナーをお守りいただき譲り合ってご利用ください。

⑥⑥バーベキュー広場

“スポーツの秋” マレットゴルフで体力づくり！

スカイパーク内に２か所あるマレットゴルフコースのうちの１つが

【みどりの交流ゾーン】にある『かもしか』『らいちょう』コース（各

18 ホール、計 36 ホール）です。やや起伏のある芝のコースは、【競

技スポーツゾーン】にある林間コース『やまびこ』『しらかば』コー

スとはひと味違った趣があり、見晴らしも良くとても開放的なコー

スです。スカイパークのマレットゴルフコースは無料なので気軽に

ご利用いただけます。スティックとボールの貸出（1セット200円）

もしているので、手ぶらで来ても楽しめます。

《受付・用具貸出》
アルウィン 1F 窓口

（受付時間

8：30 ～ 17：00）

※アルウィンで J リーグ等の試

合開催時はマレットゴルフコー

ス周辺や駐車場等が大変混雑

します。何卒ご了承ください。

③③ マレットゴルフ
「かもしか」「らいちょう」コース

スカイパークで一番新しいエリア【みどりの交流ゾーン】
【みどりの交流ゾーン】

は、南北に延びる広大な信

州スカイパークのいちばん

北に広がる、総合球技場ア

ルウィンを中心とした緑豊

かなエリアです。平成６年

に陸上競技場を中心とする

県営松本運動公園と、信州博覧会の会場となったやまびこドーム周

辺エリアとがそれぞれ【競技スポーツゾーン】【ターミナルゾーン】

として生まれ変わりオープンした信州スカイパークは、その後【ファ

ミリースポーツゾーン】【花のプロムナードゾーン】【野と花のゾーン】

などのエリアが「信州まつもと空港」の滑走路沿いに順次開設され

拡張して行きました。スカイパークの７つ目のエリアとして平成９年

から信州まつもと空港滑走路の北端に徐々に開設された【みどりの

交流ゾーン】は、平成 13 年４月のアルウィン竣工を経て平成 17 年

に整備が完了しました。この【みどりの交流ゾーン】の完成をもって

公園全体の整備が終了、現在のスカイパークの姿になりました。

月イチ特集
観る・体験する

秋もいよいよ深まってきました。９月半ばまで続いていた残暑も気づけばいつの間にか影を潜め、スカイパークの園内には

爽やかな秋風が吹いています。季節の花々や色鮮やかに実った木の実、そして紅葉と、秋のスカイパークは一年で最も色彩豊

かで、散策すると変化に富んだ美しい景色を楽しむことができます。また、各スポーツ施設では週末ごとさまざまな大会・競

技会が開催されており、プレーするのはもちろん、観戦に出かけたりといろんなアプローチで“スポーツの秋”を満喫できます。

今月は、いよいよ佳境を迎えたサッカー J2 のリーグ戦が開催されているアルウィンを始め、マレットゴルフコースや憩いの

広場が集まる【みどりの交流ゾーン】をご案内します！

【みどりの交流ゾーン】でスポーツの秋を楽しもう   
スカイパーク エリアガイド2016

shinshu-skypark.net
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スカイパーク写真館

夏から秋へ

暑い日が続いた夏も過ぎ、園内はもうすっかり秋の気配です。

爽やかな秋晴れの中での散歩が気持ち良いのはもちろんですが、曇りや雨の日の公園もまた趣があって良いものですよ。

秋深まるスカイパークへ是非お出かけください。

『空』

夏の暑く眩しい日差しも、

気づけばいつの間にか穏やかになっていました。

『秋桜』

彩り豊かな秋の草花を愛でながら

散策はいかがですか？

『萩』

秋の雨にしっとり濡れた草木は

何とも言えぬ風情があります。

『ウォーキング』

心地良い秋風が吹く中、景色を楽しみながら歩いていると

身体の中から浄化されていくようです。

2016

10
October

『花守の会』 今月のスケジュール

22 日（土）9:00 ～ 11:00

みどりの交流ゾーン刈込

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

サービスセンターアルウィン

芝生グラウンド

大会・イベント名日　付 主　催

15：00 KICK OFF（予定）　2016 明治安田生命 J2 リーグ 第 35 節
　松本山雅 FC  vs  ファジアーノ岡山8（土）

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）　2016 明治安田生命 J2 リーグ 第 37 節
　松本山雅 FC  vs  愛媛 FC23（日）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

第 95 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会 準決勝
　① 10：30KICK OFF（予定）　② 13：00KICK OFF（予定）29（土） 長野県サッカー協会

第 95 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会 準々決勝（うち 2 試合）
　① 10：30KICK OFF（予定）　② 13：00KICK OFF（予定）22（土） 長野県サッカー協会

グラスルーツフェスティバル 2016 in アルウィン16（日） 長野県サッカー協会

第 21 回 中信カップ　決勝30（日） 長野県サッカー協会

長野県 U-15 リーグ29（土） 長野県サッカー協会

13：00 KICK OFF（予定）　2016 J ユースカップ
第 24 回 J リーグユース選手権大会　1 回戦
　松本山雅 FC U-18  vs  AC 長野パルセイロ U-18

9（日）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ
朝日新聞社 / 日刊スポーツ新聞社

陸上競技場
第 59 回松本市民体育大会秋季大会 陸上競技の部8（土） 松本市 / 松本体育協会

信州チャレンジスポーツ DAY 201615（土） 長 野 県
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 201615（土） 長 野 県
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 201615（土） 長 野 県
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 201615（土） 長 野 県
信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会

体育館

庭球場
2016 長野県秋季ジュニアテニス大会1（土）・2（日） 長野県テニス協会

第 62 回長野県テニス選手権8（土）・9（日）・29（土） 長野県テニス協会

第 20 回長野県山形テニス大会16（日） 長野県テニス協会

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地区予選大会22（土）～24（月） 長野県テニス協会

第 27 回 信濃の国楽市楽座 ～ファミリーで楽しむ秋～15（土）・16（日） 信濃の国楽市楽座実行委員会

球技場
長野県女子県リーグ1（土） 長野県サッカー協会

長野県 U-15 リーグ2（日） 長野県サッカー協会

地区リーグ決勝大会9（日） 長野県サッカー協会

長野県秋季高等学校女子サッカー選手権23（日）・30（日） 長野県サッカー協会

中信高等学校新人体育大会 ハンドボール競技1（土） 中信高等学校体育連盟

ぐれ～ぷカップ in 塩尻2（日） 塩尻ソフトバレーボール連盟

中信高等学校新人体育大会 卓球競技6（木）・7（金） 中信高等学校体育連盟

第 28 回長野県中学校バドミントン選手権大会8（土）・10（月・祝） 長野県バドミントン協会

長野県フットサルリーグ（B・C リーグ）9（日）・30（日） 長野県フットサルリーグ B・C

リバティーカップソフトバレーボール秋季大会16（日） リバティークラブ

松本市中学校新人体育大会（卓球の部）22（土）・29（土） 松本市中学校体育連盟

長野オータム・トライアル 201616（日） 長野陸上競技協会

長野県社会人アーチェリー大会30（日） 長野県アーチェリー協会

やまびこドーム

※ 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。

10月 イベントインフォメーション

【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

TOY BOX 2016.10.1   vol.127


