
ご参加いただいた皆様、並びにご協力いただきました関係者の皆様、ありがとうございました。

平成 13（2001）年の竣工

以来、プロリーグや国際試合

から高校サッカー・少年サッ

カー、またラグビーやアメリカ

ンフットボールまで数多の試合

が行われてきた総合球技場アル

ウィン。地域リーグの頃からア

ルウィンで試合に臨んできた松

本山雅 FC もここでさまざまな

ドラマを生み出しています。

そんなアルウィンをサッカー

ファンのみならず多くの方に

知ってもらい、県の財産でもあるこの施設により親しんでいただこ

うと、4 年前の 2013 年に施設の所有者である長野県と施設管

理者 TOY BOX の主催で始まった『アルウィン無料開放』。J リー

グや日本代表チームなどで活躍する選手たちもプレーした天然芝

のピッチが一般に開放される数少ない機会ということもあり、参

加人数限定のイベントにも関わらず毎回たくさんの申込をいただい

ています。5 回目の開催となった今回も家族連れなど 200 人近

い人が集まり、ピッチ上でのミニサッカーや PK 対決、ヨガ教室

などを楽しみました。ピッチの一角ではアルウィンの芝の生育・管

理を行う「グリーンキーパー」による作業の実演や、実際にアルウィ

ンのピッチに使われている芝の種を小さな容器に蒔いた育成キット

を作って家庭に持ち帰り育てていただく企画なども行い、J リー

グなどの試合を支える質の高い芝生がどのように形成され維持さ

れているのか、その一端を体験していただきました。また、選手

が使用するロッカールームを始め、大型映像装置や音響の操作を

行う操作室、前面ガラス張りの観覧室など、試合の際には見るこ

とができない“舞台裏”をガイドつきでご案内する「アルウィン

探検ツアー」や、観客席を利用した宝探しなどのアトラクション

もお楽しみいただきました。

「アルウィン無料開放」とは．．．

今回は、2019 年に信州スカイパークをメイン会場として開催

することが決まった第 36 回全国都市緑化信州フェア『信州花フェ

スタ 2019 ～北アルプスの贈りもの～』の PR のため、同イベン

トの応援キャラクターユニット“花フェスタフレンズ”の一員でも

あるアルクマとアルプちゃんとのじゃんけん大会「第 1 回信州花

フェスタフレンズ杯」が行わ

れた他、エントランスロビー

ではセダム（多肉植物）苗の

無料配布も行

いました。

グー
チョキ

パー！

信州花フェスタ 2019 ～北アルプスの贈りもの～
第 36 回全国都市緑化信州フェア

2019 年 4 月 25 日（木）～ 6 月 16 日（日）
〈公式サイト〉https://shinshu-hanafesta2019.jp/

グリーンキーパーの
仕事を知ろう

実際に使われている機械を動

かして、芝の手入れをする様子を

ご覧いただきました。

～オープニング～
朝から見事に晴れ渡り、気

温もぐんぐん上昇。芝生の上

で過ごすにはまさに絶好のお

天気です。

鐡戸アンバサダーの開会

宣言でイベントはスタート。

 松本山雅ＦＣより

鐡戸アンバサダー、

小林ホームタウン担当、

ガンズくん、そして

アルプちゃんとアルクマが

 駆けつけてくれました。

てつ と

芝 生 の上で できる
誰でもヨガと健康体操教室

柔らかな芝生の上でのびのびと体

を動かせば、心も晴れやかに！

サッカー体験
鐡戸アンバサダー・小林ホー

ムタウン担当とミニサッカー

ゲームや PK 対決！ 子ども達は

もちろん、大人の方も大喜びで

した。

芝生を育ててみよう芝生を育ててみよう
専用の砂を敷き詰めた容器に、

アルウィンのピッチと同じ芝の種

を蒔き、持ち帰っていただきまし

た。芽が出るのが楽しみですね。

アルウィン
探検ツアー

憧れの選手も使うロッカー

ルームや、操作室、観覧室など

に子ども達も興味津々。

大型映像装置や音響の

操作はこちらで行います！

ロッカールーム

観覧室

操作室

今年は晴天にも恵まれ、10 月としては

暖かく過ごしやすい陽気の中、参加者の

皆さんは柔らかな緑の芝生の上に寝転ん

だり裸足で駆け回ったり、思い思いにピッ

チの感触を楽しんでいらっしゃいました。

アルウィン ピッチ開放

ピッチから眺

める飛行機は

また格別 !?

『アルウィン無料開放』開催レポート2017
～芝生の上を はだしで走ろう！～

“スポーツの秋”。各地で運動会やマラソン大会などのスポーツイベントが開催されていますね。信州スカイパークでも、いよいよ

シーズン終盤を迎えた J リーグ、高校サッカー選手権などの試合がアルウィンを始めとする各競技施設で行われ、毎回多くの方が

観戦に訪れています。

そんな熱戦の舞台となる総合球技場アルウィンのピッチに入り、広々としたフィールドからの眺めや天然芝の感触を文字通り体感

することでアルウィンにより親しみを持っていただくイベント『アルウィン無料開放～芝生の上を はだしで走ろう！～』が今年も開

催されました。今月は 10 月 8 日（日）に行われたこのイベントのレポートをお送りします。

月イチ特集
shinshu-skypark.net
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雨の期間が長かった 10 月。しかし気温が高い日も多く、季節の移り変わりは緩やかだったように思います。

スカイパークでは今年も美しい紅葉が見られました。園内はドウダンツツジ・ニシキギなどの赤色の葉、ユリ

ノキなど黄色の葉、そして色づく木の実と様々に彩られ、訪れる人々の目を楽しませてくれました。

紅葉が終わると、いよいよ冬がやって来ます。日ごとに日没が早くなり、夕日が地面に落とす長い影や、木々

の下に落ち葉が積もってゆく様子に、今度は秋から冬への季

節の移り変わりを感じます。

11 月も園内では、駅伝大会や各種イベントが開催されま

す。まだ残る秋を探しながら、スカイパークを楽しんで頂け

ればと思います。

私たちスタッフ一同、冬への準備もすすめながら深まる秋

を楽しむ場を提供できるよう努めてまいります。

移り変わり
所長のひとりごと

『花守の会』 今月のスケジュール2017

11
November

11 日（土）9:00 ～ 11:00

チューリップ植え付け 及び 反省会

アルウィン（第 8・9 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。

参
加者募集中

https://shinshu-skypark.n
et

/

TOY BOX
信州スカイパーク
サービスセンター

TEL 0263-57-2211
お問い合わせ

SKYPARK News
10 月 1日（日）、『第 1 回松本マラソン』が開催されました。

朝から晴天に恵まれ、全国各地から集まった 8,600 人余

りのランナーが、松本市総合体育館前から市街地を南下し、

スカイパーク周辺を巡って陸上競技場に至る 42.195km の

コースを駆け抜けました。ゴール目前のアルウィン前には大勢

の人が集まり、さまざまな表情でゴールを目指し走ってゆく

ランナー達に温かい声援を送っていました。

フィニッシュ地点の陸上競技場では大勢の観客が見守る中、ランナー達が次々とゴール。会場周辺は過酷なフルマラソンを走り終え

た喜びを噛みしめるランナー達であふれました。

　『第 1 回松本マラソン』開催
アルウィン

芝生グラウンド

大会・イベント名日　付 主　催

16：00 KICK OFF（予定）　2017 明治安田生命 J2 リーグ 第 42 節
　松本山雅 FC  vs  京都サンガ F.C.

19（日）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

第 41 回全日本少年サッカー大会長野県大会　準決勝・決勝5（日） 長野県サッカー協会

第 32 回市民タイムス少年サッカー新人戦カガミカップ11（土） 株式会社 市民タイムス

14：00 KICK OFF（予定）　第 22 回中信カップ　決勝12（日） 長野県中信サッカーリーグ

長野県秋季高等学校女子サッカー選手権3（金・祝） 長野県サッカー協会

12：00 KICK OFF（予定）
第 96 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会　決勝
　【市立長野 vs 創造学園】の勝者　vs　【松本第一 vs 上田西】の勝者

4（土） 長野県サッカー協会

陸上競技場

第 28 回長野県中学校駅伝競走大会3（金・祝）
長野陸上競技協会

長野県中学校体育連盟
長野県教育委員会

体育館

庭球場

2017 エムスタイル秋季ジュニアテニス大会3（金・祝）～ 5（日） 長野県テニス協会

2017 実業団テニス大会長野県予選
11（土）・12（日）
18（土）・19（日）

長野県テニス協会

第 12 回信濃毎日新聞サラダカップ小学生ドッジボール大会3（金・祝） 長野県ドッジボール協会

中信高等学校新人体育大会 バドミントン競技4（土）～ 6（月） 中信高等学校体育連盟

長野県中学校新人体育大会中南信地区大会 バドミントン競技11（土）・12（日） 中信地区中学校体育連盟

長野県一般リーグ19（日） 長野県ハンドボール協会

第 31 回長野県レディースバドミントン大会個人戦23（木・祝） 長野県レディースバドミントン連盟

長野県女子フットサルリーグ25（土） 長野県サッカー協会

平成 29 年度長野県レディース卓球大会26（日） 松本卓球連盟

信州大学マラソン12（日） 信州大学全学教育機構

第 11 回北信越中学校駅伝競走大会23（木・祝） 長野陸上競技協会

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。

11月 イベントインフォメーション

第 2 回 信州バザール
　10：00 ～16：00　入場無料

11（土）・12（日） 信州バザール実行委員会

【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

https://shinshu-skypark.net　　e-mail ： info@shinshu-skypark.net
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