
 9 日 南管理棟 新年初営業

27 日 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

 

2日 H28 年度施設一般予約開始

7日 信越放送『3 時は !ららら♪』でアルウィン特集を放映

19 日 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

20 日 J2 ホーム開幕戦  松本山雅 FC vs ジェフユナイテッド千葉

10 日頃 園内のサクラが見頃に

16 日 第1 回花守の会

17日 TOY BOX CUP
 　グラウンドゴルフ大会

29 日 第 26 回長野県市町村
 　対抗駅伝競走大会／
 第12 回長野県市町村
 　対抗小学生駅伝競走大会

1日 GW で賑わう園内（おもしろ自転車広場）

19 日 第１回ジュニアインターン
 シップ（安曇養護学校高等部）

21日 ドッグランサポーターズ
 クラブ総会

28 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

6 日 第 16 回全国シニア（60 歳以上）サッカー大会／
 シニア（70 歳以上）サッカーフェスティバル

11・12日 信州夢街道フェスタ 2016

19 日 今井保育園タマネギ収穫

29 日 KIRIN CHALLENGE CUP 2016
 　U-23 日本代表 vs U-23 南アフリカ代表　

28 日 松本保育園七夕飾りつけ（南管理棟）

17 日 ラベンダーフェスティバル2016

30 日 七夕まつり

21～24 日 第 43 回全日本中学校陸上競技選手権大会

11日 第 16 回長野県障がい者スポーツ大会

17日 第13 回日本一気持ちのいいスタジアム大作戦

17・18 日 リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016 信州まつもと

22 日 動物愛護フェスティバル2016 イン松本

1日 アルウィン無料開放 ～芝生の上を はだしで走ろう！

2日 信州大学
 　　マラソン

15 日 信州チャレンジスポーツ DAY 2016

15・16 日 第 27 回 信濃の国 楽市楽座

30 日 アースデイまつもと 2016
 　秋のピクニックイベント

1日 今井保育園タマネギ植え付け

5 日 第 95 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会　決勝
 　創造学園 vs 東京都市大学塩尻

18 日 TOY BOX CUP
 マレットゴルフ
 ボランティア大会

20 日 2016 明治安田生命 J2リーグ第 42 節
 　松本山雅 FC vs 横浜 FC

23 日 第10 回北信越中学校駅伝競走大会

1日 柏木保育園やまびこドームクリスマスツリー飾りつけ

4 日 第14 回松本クロスカントリー大会

10 日 第16 回花守の会　正月飾りづくり講習会

31日 年越しフットサル

　今回は「スカイパークではたらく

車」をテーマに、園内での作業に

使われている重機などの展示・乗車

体験を行いました。

季節のイベントとしてすっかり定着

した花木の無料配布も盛況でした。

　「春ラン」の愛称で親しまれるこ

のイベントも今年で５回目。あいに

くの雨模様となりましたが、全国

各地、そして海外から集まった参

加者の皆さんは元気いっぱい早春

のスカイパークを駆け抜けました。

　松本山雅 FC にとって J1復帰が

賭かるシーズンのホーム開幕戦。ア

ルウィンには 17,284 人もの観客

が詰めかけました。

　お正月休み明け最初の週末となった９日

（土）・10 日（日）は天候に恵まれました。

南管理棟には大勢のお客様が訪れ、おもしろ

自転車広場は季節外れの賑わいとなりました。

　アルウィンでサッカー男

子日本代表の試合が行われ

るのはこれが初めて。リオ

五輪に出場する選手達を見

ようと県内外から 15,571

人もの観客が訪れました。

結果は 4-1と日本が快勝。

　全国から未来のトップ

アスリートたちがスカイ

パークに集結 ! 台風の接

近も心配されましたが、

期間中延べ 55,000 人の

方が訪れ、大盛況のうち

に無事閉幕しました。

【花のプロムナードゾーン】のバラ園

　今年で４回目を迎えた

アルウィン無料開放。天

然芝のピッチの上でサッ

カーのミニゲームや健康

体操などを楽しみました。

第16 回長野県

　障がい者スポーツ大会

松本市内等からたくさんの小学生が遠足や

社会見学でスカイパークを訪れました。

この日の入場者数は 19,632 人。アルウィン入場者

数の最多記録を1年半ぶりに更新しました。

【ターミナルゾーン】の紅葉

今年は【野と花のゾーン】

のヒマワリが例年より少し

早めに見頃を迎えました。

（7月下旬）

1月 January

2月 February

3月 March

4月 April

5月 May

6月 June

7月 July

8月 August

9月 September

10月 October

11月 November

12月 December

“激動の年”といっても過言ではないほど、1年を通して話題に事欠かなかった2016年。スカイパークでも、サッカーU-23男子日本

代表の国際試合や中学生の陸上競技全国大会など、かつてない規模の大会・イベントが相次いで開催された他、アルウィンをホームスタ

ジアムとしてリーグ戦に臨む松本山雅FCにとってはJ1復帰を賭けて戦うシーズンとなり大いに盛り上がりました。

今月は、いろんな出来事があった信州スカイパークの2016年を振り返ります。

　　
　　　　　　　　　　　　　with TOY BOX
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スカイパーク写真館

今年も残すところ１ヶ月ですね。2016 年 楽しい思い出はできましたか ?

寒さに負けず、スカイパークで楽しい思い出を作ってくださいね。

小径の中のウォーキング

【野と花のゾーン】

子どもと一緒に公園散策

【ファミリースポーツゾーン】

紅葉の中のジョギング

【競技スポーツゾーン】

木洩れ日を浴びながら公園へ

【花のプロムナードゾーン】

『花守の会』 今月のスケジュール2016

12
December

10 日（土）8:30 ～ 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。
2017 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　　

体育館
長野県高等学校新人体育大会 バスケットボール競技大会2（金）～ 4（日） 長野県高等学校体育連盟

第 23 回中信地区会長杯卓球大会10（土） 松本卓球連盟

中信強化リーグ17（土） 長野県ハンドボール協会

リバティーカップ4 県合同18（日） リバティークラブ

第 19 回長野県小学生ジュニアオープンバドミントン選手権大会23（金・祝） 長野県バドミントン協会

中信地区高校 1 年生バドミントン大会　シングルス24（土） 中信高等学校体育連盟

長野県フットサルリーグ（B・C リーグ）25（日） 長野県フットサルリーグ B・C

【ファミリースポーツゾーン】ほか園内

第 14 回松本クロスカントリー大会4（日） 松本クロスカントリー
実行委員会

第 11 回 GYMNET ビギナーズ体操大会11（日） NPO 法人
ジムナスティック・ネットワーク

※ 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。

12 月 イベントインフォメーション

大会・イベント名日　付 主　催

　　　　　　 【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 4 日（日）営業時間変更のお知らせ
　12 月 4 日（日）【ファミリースポーツゾーン】及び周辺エリアで『第 14 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（木）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（木）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、

　2017 年 1 月 7 日（土）～ 2 月 28 日（火）の間、土・日・祝日のみの営業となります。
　　（※12 月 26 日 （月）～ 1 月 6 日（金）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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