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信州花フェスタ 2019
メイン会場

Soraya

きな穂

信州スカイロード 10（10km）
ハーフコース（4km）
トイレ  授乳室
駐車場  受付

信州花フェスタメイン会場
ロードトレイン コース
ロードトレイン乗り場
飲食売店

ご来場・ご来園の皆様へ
『信州花フェスタ 2019 ～北アルプスの贈りもの～』 開催期間中は大勢の方の来場が見込まれています。 特に
休日や他施設での大会 ・ イベント開催時は激しい混雑が予想され、 公園内の施設等をご利用いただけない
可能性がございます。 譲り合ってご利用くださいますようお願い申し上げます。

イベントなどにお出かけするときの楽しみの一つはなん

といっても「食」ではないでしょうか。信州花フェスタの

会場にも期間中、入れ替わりでさまざまなお店が出てい

るのでそれらを巡るのも楽しそうです。もちろんスカイ

パークの“グルメ”はこれだけではありません。春から

秋にかけ、休日限定で公園内で営業する「スカイパーク

といえばここ！」というお店をご紹介します。

食 べる

山賊バーガー
600 円

「Soraya 発祥
スカイパーク名物！」

山賊黒酢バーガー
600 円

「ご当地バーガー
全国 5 位！」

生乳ソフトクリーム
350 円

「お子様向けミニソフト
も人気です。」

おもしろ自転車やレンタサイクル等

があり、休日はたくさんの家族連れで

賑わう【ファミリースポーツゾーン】。

同ゾーンの中心施設・南管理棟で長年

営業している『Soraya（そらや）』は

松本地方のご当地グルメとして有名な

「山賊焼」をアレンジした山賊バーガー

でお馴染みのお店です。同店を営む松

本市内のお弁当屋さん「瑞広庵」の人気メニューでもある山賊焼を使った新

しいメニューを、と１１年前に開発された山賊バーガーは今や松本のご当地

バーガーとしてすっかり定着。看板商品の山賊バーガー以外にも、ごぼうチッ

プスや唐揚げ、ソフトクリームやかき氷に飲み物と豊富な品揃えで、休日に

訪れる親子連れのお客様に人気です。

南管理棟の他、サッカー J1 リーグ松本山雅 FC のホームゲームの日には

サンプロアルウィンでも出店しているので、観戦の際に立ち寄ってみては？

Shop DATA
　　 営 業 日　４月～ 10 月の土・日・祭日
 　　　（※雨など天候により休業の場合あり）

　　営業時間　10：00 ～ 16：30

　　営業場所 　  　　南管理棟

Soraya の定番＆おすすめメニュー

ファミリースポーツゾーン

松本のご当地バーガー「山賊バーガー」を食べるならここ！

Soraya（そらや）

「Soraya発祥

スカイパーク名物!」

「ご当地バーガー　

全国5 位!」

「お子様向けミニソフト

も人気です。」

中南信地方の郷土料理「山賊焼」を特注全粒粉バンズで

挟んだ山賊バーガーを始め、地元の素材を使ったメニュー

で皆様をお待ちしております。

山賊バーガー
600 円

山賊黒酢バーガー
600 円

生乳ソフトクリーム
350 円

店長の

金井さん

『信州花フェスタ 2019』メイン会場の一角

にある、緑の屋根のドーナツ型の建物の中にさ

まざまな楽しい仕掛けが詰まった、子ども達に

人気の大型木製遊具。その隣で営業するのが

『きな穂』です。安曇野市でパン屋さんを営む

同店の自慢は、自家製パンを使ったフレンチ

トーストやシャウエッセンドッグなどのパンメニュー。いずれも手軽でおいしいと好評

です。また、子ども達の多いエリアということもあり、これからの季節は特に食べた

くなるかき氷も販売しています。イチゴ・メロンなど全部で６種類のシロップはなんと

かけ放題 ! これも子ども達には嬉しいですよね。

Shop DATA
　　 営 業 日　４月 27 日（土）～ 9 月末の土・日・祝日

　　営業時間　12：00 ～ 16：00

　　営業場所 　 　　大型木製遊具 隣

きな穂の定番＆おすすめメニュー

ターミナルゾーン

大きな遊具が目印。安曇野のパン屋さんが営む 子ども達に人気のお店

きな穂　　　　　　　　　

今年で１０年目となりました。

今シーズンもよろしくお願い致します。

「自家製食パンの

　フレンチトーストで

ハムとチーズをサンド」

「手作り全粒粉ドッグに

シャウエッセンとキャベツを

のせ、オリジナルソースを

トッピング」

「シロップ６種類　

かけ放題」

シャウエッセンドッグ
300 円

ハムとチーズの
　フレンチトースト

300 円

かき氷
250 円

店長の高橋さん

4 月 25 日（木）に開幕し

た『信州花フェスタ 2019

～北アルプスの贈りもの～』

（正式名称：第 36 回全国都

市緑化信州フェア）。

メイン会場

の信州

スカイパークでは【ターミナル

ゾーン】を中心に【野と花

のゾーン】ワイルドフラ

ワー園のシバザクラ花壇

や【花のプロムナード

ゾーン】のバラ園などが

再整備されました。会場内には

美しい花壇をはじめ、全国の自治体、県内外の団体・企業など

が手掛けた庭園が並び、やまびこドームでは期間中、各種式典

の他、企画展やイベント、体験プログラムなどが開催されます。

昭和 58 年（1983 年）から毎年全国各地で開催されている

全国規模の「花と緑の祭典」。今回は緑と自然豊かな長野県で満

を持しての初開催となります。

『信州花フェスタ 2019』の期間中、大芝生広場⇔会場間の園

路をロードトレインが運行します。広い園内を移動するのに便利な

のはもちろん、開放的な車窓から花と緑が彩る園内の風景を眺め

ながら会場までのんびり揺られて行くのも楽しそうですね。ロード

トレインの運行は会期中だけですので、

お出かけの際は利用してみてはいかが

で し ょ う か。

（1回300円）

スカイパークをロードトレインが走る！み る ・ 体 験 する
第 36 回全国都市緑化信州フェア

2019.4.25 [Thu] ～ 6.16 [Sun]

↓

信州花フェスタ 2019 公式サイト
https://shinshu-hanafesta2019.jp/

『信州花フェスタ2019』開催中！ 花と緑のスカイパークを楽しむ　
平成から令和へと元号が改まり、新天皇の即位など一連の行事で今年のゴールデンウィークはよりいっそう華やいだ雰囲気に包まれ

ていますね。『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）が 4 月 25 日に開幕した信州

スカイパークも連日大勢のお客様が訪れ、会期中は例年にない賑わいとなりそうです。

花と緑をテーマにしたさまざまな展示や企画、催し物が行われているメイン会場のやまびこドーム周辺はもちろん、広大なスカイパー

クの中にはご家族や友人と（もちろん一人でも！）楽しめるスポットがたくさんあります。

今月は『信州花フェスタ 2019』開催中のスカイパークで楽しく過ごしていただくためのあれこれをご紹介。

爽やかな風が吹き、色とりどりの花が咲き誇る 5 月のスカイパークへ是非お出かけください。

月イチ特集
shinshu-skypark.net
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所長のひとりごと
新しい元号は『令和』

新しい元号「令和」に相応しいイベントが開催されています。

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～）が 4 月 25 日（木）

に開幕しました。6 月 16 日（日）までの 53 日間にわたり、ここ信州スカイパークをメイン会場に開催中です。

花の丘の花畑や庭園出展のコンテスト、やまびこドームで

は特別企画展やイベント、体験プログラムも開催されてい

ます。また、公園内をロードトレインも走っています。色

鮮やかな花と新緑が彩る風景を楽しみながら園内を散策し

てみてはいかがでしょうか。

季節もまさに新緑から青葉へと移り変わる頃。新たな時

代に向けて、スタッフ一同笑顔になれる心地よい公園づく

りに努めます。

皆様のご来園を心よりお待ちしております。

５May

いよいよ待ちにまった GW。そんな GW 中には国民の祝日が
3 日間も入っていますね。5 月 4 日の「みどりの日」については
前回ご紹介した通りなので、今回は 5 月 3 日「憲法記念日」と
5 月 5 日「こどもの日」について解説していきたいと思います。

まず一つ目「憲法記念日」とは「日本国憲法が施行された日を
記念し、国の成長を期する日」として定められた国民の祝日です。

1946 年（昭和 21 年）11 月 3 日の戦後新しく制定された日
本国憲法が公布され、1947 年（昭和 22 年）5 月 3 日に施行
されました。

ところで「公布」や「施行」ってどういうこと？ そこについて
も少し解説していきたいと思います。

新しい法律ができるときには「公布」と「施行」という手続

きを経ます。国民に「今度このような法律ができますよ」と周
知させることが「公布」で、「今日からこの法律の効果が発生し、
破ると罰則ですよ」といったように法律を実施することが「施行」
といいます。

公布され施行されるまでどれくらいの日数を置くかは法律ごと
に違いますが、日本国憲法が公布され、憲法に定められた法律
を今日から行いますよと言われてもちょっと無理があるじゃない
かということで、半年の準備期間が設けられることになりました。

こうして1947 年 5月3 日に「憲法記念日」
として国民の祝日が誕生したのですね。

今回は長くなりましたので「こども
の日」についてはまた 6 月号で解説し
ていきたいと思います。

乞うご期待！！

【連載企画】信州スカイパーク雑学講座
国民の祝日〔５月編・その1〕

『花守の会』 今月のスケジュール2019

5
May

④ 11日（土）9:30 ～12:30

緑化フェア

（水くれや花殻摘み等）

大芝生広場（競技スポーツゾーン）

⑤ 25日（土）9:00 ～11:00

花壇整備（ナノハナなど）

 

6号 P（野と花のゾーン）

⑥ 26日（日）9:00 ～11:00

花と緑の環境体験フェスティバル

（葉っぱの下の生き物）

未定

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。

大会・イベント名日　付 主　催

陸上競技場

芝生グラウンド

補助競技場

球技場

体育館

やまびこドーム他

14：00 KICK OFF（予定）　2019 明治安田生命 J1リーグ 第 10 節
　松本山雅 FC vs セレッソ大阪

4（土・祝）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

13：00 KICK OFF（予定）　2019 明治安田生命 J1リーグ 第 11 節
　松本山雅 FC vs 北海道コンサドーレ札幌

12（日）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

19：00 KICK OFF（予定）　2019 J リーグ YBC ルヴァンカップ第 6 節
　松本山雅 FC vs ガンバ大阪

22（水）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

第 55 回全国社会人サッカー選手権大会長野県大会 準々決勝3（金・祝） 長野県サッカー協会

高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2019 長野県リーグ TOP リーグ 1 部⑥6（月・休） 長野県サッカー協会

2019 年度長野県高等学校総合体育大会サッカー競技大会25（土） 長野県高等学校体育連盟

長野県フットボールリーグ26（日） 長野県サッカー協会

第 43 回中信地区陸上競技選手権大会3（金･祝）・4（土･祝） 中信地区陸上競技協会

2019 年度第一回長野県社会人アーチェリー大会5（日・祝） 長野県アーチェリー協会

2019 年度中信高等学校総合体育大会陸上競技大会10（金）～12（日） 中信高等学校体育連盟

アーリーサマートライアル中信 201918（土） 中信地区陸上競技協会

第 34 回中信地区小学生陸上競技大会19（日） 中信地区陸上競技協会

第 64 回長野県高等学校陸上競技対校選手権大会24（金）～26（日） 長野県高等学校体育連盟

中信サッカーリーグ5（日・祝） 長野県中信サッカーリーグ

第 55 回全国社会人サッカー選手権大会長野県大会 準決勝5（日・祝） 長野県サッカー協会

高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2019 中信 1 部リーグ6（月・休） 長野県サッカー協会

長野県女子リーグ ／ 北信越女子リーグ19（日） 長野県サッカー協会

2019 年度長野県高等学校総合体育大会サッカー競技大会26（日） 長野県サッカー協会

第 20 回ダイハツ全国小学生選抜 ABC バドミントン大会長野県予選大会1（水・祝） 長野県小学生バドミントン連盟

第 62 回小・中学生全国空手道選手権大会予選長野県大会3（金・祝） 公益財団法人日本空手協会長野県本部

長野県レディース（団体の部）5（日・祝） 松本卓球連盟

庭球場

 

2019 全国中学生テニス選手権長野県予選6（月・休）・11（土） 長野県テニス協会

2019 全国小学生テニス選手権長野県予選18（土）・19（日） 長野県テニス協会

2019 実業団テニス大会（Ｂ）長野県予選25（土）・26（日） 長野県テニス協会

2019 年度第 71 回中部日本卓球選手権長野県予選会6（月・休） 長野県卓球連盟

中信地区高等学校総合体育大会バドミントン競技9（木）～11（土） 中信高等学校体育連盟

リバティーカップソフトバレーボール春期大会12（日） リバティークラブ

中信強化リーグ19（日） 長野県ハンドボール協会

長野県フットサルリーグ 2 部26（日） 長野県フットサル連盟

2019 年度長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技大会31（金）・6/1（土）・6/3（月） 長野県高等学校体育連盟

11：00 KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ 2019
　 2 部リーグ第 3 節　アンテロープ塩尻 vs FC.マツセロナ

19（日） 北信越社会人サッカー連盟

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～』

4/25（木）～ 6/16（日） 第 36 回全国都市緑化信州フェア
実行委員会

※ 下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。

サンプロ アルウィン

5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内

TEL ： ０２６３-５７-２２１１   FAX ： ０２６３-５７-０４４４

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