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⑤ ゲーテローズ

６月号
70種 約3,000株のバラが見頃に！

⑦ ラ セビリアーナ

四季咲き

四季咲き

ドイツの文豪ゲーテの名を冠した、深
みのあるピンクが印象的で豪華な雰囲気
をまとうバラです。

鮮やかなショッキングピンクの花が繰り
返し咲く四季咲きのこのバラは春から秋
まで楽しむことができます。

鮮やかな朱赤の花が特徴のラ セビリ
アーナは丈夫で育てやすく、リニューアル
前から多数植えられていました。

Goethe Rose

Rose urara

La Sevillana

2019
2019年
年

shinshu-skypark.net

月イチ特集

⑥ ローズうらら

四季咲き
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スカイパークのバラ園 へ ようこそ

信州スカイパークをメイン会場に 6 月 16 日（日）まで開催中の『信州花フェスタ 2019 ～
北アルプスの贈りもの～』はおかげさまで連日盛況です。【ターミナルゾーン】やまびこドーム周

⑧ モッコウバラ

辺の会場では色とりどりの花が植えられた花壇や庭園が訪れる人々の目を楽しませていますが、

⑨ パレード

一季咲き

（八重咲き・黄色）

この時期スカイパークでいよいよ見頃を迎えるのが“花の女王”とも言われるバラ。大芝生広

スカイパークで一番最初に咲くバラです。

場駐車場から会場へ向かうロードトレインのコースにもなっている【花のプロムナードゾーン】の

⑩ アウェイクニング

四季咲き

返り咲き

明るいピンクの大輪の花は華やかな雰囲
気で、まさにパレードの主役のようです。

「目覚め」
「覚醒」という意味の名を持
つ淡いピンクのバラです。

Parade

Awakening

バラ園は信州花フェスタ開催に合わせて昨年再整備され、70 品種・約 3,000 株のバラを始め
クレマチスやビオラなどさまざまな花が彩る美しい花園に大変身しました。
今月は『信州花フェスタ 2019』のクライマックスに華を添えるスカイパークのバラ園をご紹介します。

リ ニューアル 後 初のシーズン到来
Banksia Rose
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園。ラ セビリアーナ、ホワイトメイディランド、ボニカ’
82 などのランドスケープローズ（修景バラ）を中心に
約 30 種のバラで構成されていましたが、今回のリ
ニューアルでレイアウトを大幅に変更、バラの品種だけ
でも 70 種とリニューアル前の倍以上に増え、パーゴラ
やオベリスクを配置したより本格的なバラ園に生まれ

② スカーレットボニカ

四季咲き

ピンクがかった鮮やかな赤い花は丸みがあ

今回新たに仲間入りした鮮やかな赤いバ

り可愛らしい雰囲気。さまざまな種類がある

ラ。ピンクの「ボニカ’82」や白い「バ

「ボニカ」ですが、共

ニラ ボニカ」等、

通点はいずれも非常に

既存の品種と比

育てやすいことです。

較して楽しんで

変わりました。

Azumino

みては。

信州スカイ
パークのバラの

Haruno

シーズンは例年
6 月。大 輪 の

Cherry Bonica

花を咲かせる豪
華なバラから小
さな花をたくさ
ん咲かせるものまで、色も形も様々な約 3,000 株の
バラがリニューアル後初の見頃を迎えます。

四季咲き

③ 春乃（はるの）

Scarlet Bonica

④ 安曇野
一季咲き
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サクラのような淡いピンクの花がその名の
とおり春を思わせる可憐なバラです。

Summer Wind

信州花フェスタ 2019 メイン会場

クレマチス
⑫ ホワイトメイディランド

白

四季咲き

⑬ ソニャドール

紫

四季咲き

⑭ 楽園

橙

四季咲き

バラと同じく人気の高い花。スカイパークでは
一季咲きのモンタナ系（写真）が５月中旬頃から
1ヵ月程咲いた後、四季咲きのジャックマニー系
の花（紫色）を秋頃まで楽しめます。

⑮

バラ園の中央
にある円形花壇
のオベリスクを

四季咲き

「夏の風」という名を持つピンクのバラ。
特徴のある花びらが風にひらひらと揺れ
る様子がきれいです。

⑩

⑪

今井北耕地

空港西

陸上競技場入口

① チェリーボニカ

四季咲き

11

中央円形 花壇

昨年、大規模な改修が行われたスカイパークのバラ

⑪ サマーウィンド

⑭

飾るのは、長野県の地名
がつけられた一重咲きの
愛らしいつるバラです。

White Meidiland

Sonador

Rakuen
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【連載企画】信州スカイパーク雑学講座

イベントインフォメーション

6月
日

2019.6.1

付

サンプロ アルウィン
1（土）
15（土）

18：00 KICK OFF（予定） 2019 明治安田生命 J1 リーグ 第 14 節
松本山雅 FC vs 清水エスパルス
19：00 KICK OFF（予定） 2019 明治安田生命 J1 リーグ 第 15 節
松本山雅 FC vs ベガルタ仙台

16（日）
29（土）

第 28 回長野県クラブユースサッカー選手権（U-15）大会 決勝
18：00 KICK OFF（予定） 2019 明治安田生命 J1 リーグ 第 17 節
松本山雅 FC vs ガンバ大阪

主

催

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ
日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ
長野県サッカー協会
日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

芝生グラウンド
9（日）

11：00 KICK OFF（予定） 北信越フットボールリーグ 2019
1 部リーグ第 5 節 アルティスタ浅間 vs JAPAN.S.C.

北信越社会人サッカー連盟

13：00 KICK OFF（予定） 第 55 回全国社会人サッカー選手権長野県大会
決勝 アルティスタ浅間 vs 上田ジェンシャン

長野県サッカー協会

23（日）

北信越フットボールリーグ 2019
11：00 ～ 1 部リーグ第 6 節 上田ジェンシャン vs FC 北陸
14：00 ～ 2 部リーグ第 6 節 アンテロープ塩尻 vs 北陸大学フューチャーズ

北信越社会人サッカー連盟

30（日）

14：00 KICK OFF（予定） 北信越フットボールリーグ 2019
1 部リーグ第 7 節 上田ジェンシャン vs 加茂 FC

北信越社会人サッカー連盟

16（日）

で、その鯉は龍になった」ということから、男の子の立身出世（りっ

国民の祝日〔５月編・その２〕

大会・イベント名

しんしゅっせ）を願う意味合いがあります。

10 日間の GW もあっという間に過ぎ去り、気が付けば５月もあと
わずかとなりました。今回は６月に国民の祝日がないということで、
５月の国民の祝日である「こどもの日」について引き続き解説してい
きたいと思います。

また鯉は生命力が強く、どんな環境でも健康にたくましく育つこと
を願っている意味もあります。
鎧兜や 5 月人形には、古来（こらい）の武士が身に付けていたよ
うに自身の身を守るとともに、子どもが事故にあったり病気になった

5 月 5 日の「こどもの日」は「子どもの人格を重んじ、子どもの

りせずに安全に過ごせるような願いが込められています。5 月人形に

幸福を祈るとともに、母に感謝する」ということを目的に 1948 年に

は子どもの人形に鎧兜を着せたものや、桃太郎や金太郎をモチーフ

制定された国民の祝日です。子ども達がみんな元気に育ち、大きく

にしたものなどがあり、その人形のような人物に成長してほしいとい

成長していることをお祝いしよう、そんな思いが込められています。

う願いから贈られます。

実は 5 月 5 日が「こどもの日」として制定される以前は奈良時代
から始まり、男の子の健全な成長を祝う日として厄除（やくよ）け
や健康祈願（きがん）のために縁起（えんぎ）のいいものを食べ、

その他には菖蒲（しょうぶ）湯（ゆ）に入ったり、柏餅（かしわもち）
を食べたり様々な風習があります。
最後に 5 月 5 日は男の子の行事というイメージが強くありますが、

飾りつけをしたりする中国の風習が日本に伝わり、そこから日本独自

本当は男女関係なく、子ども達の健やかな成長を祈願して、縁起の

の武士の流れを取り入れ、男の子のための行事として「端午（たんご）

いいものを食べたり、飾りつけをして家族全員でお祝いする日という

の節句（せっく）」とも言われてきました。

ことになります。これからも大切な国民の

こどもの日、端午の節句に飾る「鯉（こい）のぼり」や「鎧（よろい）

祝日の 一つとしてみん

兜（かぶと）、5 月人形」にもそれぞれ意味が込められていて、鯉の

なで盛 大にお祝いして

ぼりには中国の言い伝えから「流れの激しい滝を登れた魚は鯉だけ

いきましょう。

スカイパーク写真館
Skypark Photo Gallery

陸上競技場
1（土）

第 58 回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競技中信大会

中信地区中学校体育連盟

2（日）

2019 年度長野県国体第三回選考会 兼 6 月競射会
第 24 回長野県障がい者アーチェリーオープン大会

長野県アーチェリー協会

8（土）

第 4 回デリシア・S&B 杯 ちびっ子健康マラソン大会

株式会社デリシア
エスビー食品株式会社

13（水）～ 16（日）

第 59 回北信越高等学校総合体育大会陸上競技大会

中信高等学校体育連盟

22（土）

第 26 回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会混成競技

23（日）

第 36 回長野県小学生陸上競技大会

29（土）・30（日）

第 58 回長野県中学校総合体育大会陸上競技

長野陸上競技協会
長野陸上競技協会
長野県中学校体育連盟

補助競技場
2（日）・9（日）

中信サッカーリーグ

長野県中信サッカーリーグ

体育館
長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技大会

中信高等学校体育連盟

2（日）

2019 Sﬁda カップ ドッジボール大会

長野県ドッジボール協会

８（土）

松本市中学校体育大会（卓球）

松本市中学校体育連盟

９（日）

第 35 回若葉カップ全国小学生バドミントン大会長野県選考会（決勝リーグ）

長野県バドミントン協会

15（土）

第 58 回長野県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選バドミントン競技

中信地区中学校体育連盟

16（日）

北信越女子フットサルリーグ

22（土）・23（日）

第 58 回長野県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選卓球競技

30（日）

第 19 回長野県 FID バスケットボール交歓大会

5/31（金）
・1（土）
・3（月）

長野県サッカー協会
中信地区中学校体育連盟
長野県 FID バスケットボール連盟

ワイルドフラワー園のシバザクラ

庭球場

【野と花のゾーン】

2（日）

第 33 回長野県塩尻テニス大会 MD

8（土）・9（日）

2019 全国中学生テニス選手権長野県予選

15（土）～ 17（月）

2019 全国小学生テニス選手権北信越予選

長野県テニス協会

22（土）・23（日）

2019 全日本ジュニアテニス選手権長野県予選

長野県テニス協会

29（土）・30（日）

2019 全日本スポーツマスターズ長野県予選

長野県テニス協会

塩尻テニス協会

団体戦

長野県テニス協会

やまびこドーム 他
4/25（木）～ 6/16（日）

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～』

第 36 回全国都市緑化信州フェア
実行委員会

※ 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。
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