
ワ イルドフラワー園のシバザクラ
開幕に合わせて見頃を迎えた“花の地上絵”

信州花フェスタ前半の見どこ

ろの一つ、【野と花のゾーン】ワ

イルドフラワー園のシバザクラ。

公募により選ばれた、雪解けの清流とサクラに囲まれたライチョウを５

色のシバザクラで表現した花壇は、４月下旬の開幕に合わせるかのよう

に見事一斉に咲き揃いました。広大なスカイパークの全域と色とりどり

の飛行機が発着する信州まつもと空港を望む展望広場には、残雪の北

アルプスをバックに浮かび上がった巨大なライチョウの地上絵を見よう

と、連日大勢の人が訪れていました。

イ ベント＆出展 by TOY BOX
私たちも参加しました！

信州花フェスタ開催期間

中、会場では花と緑、そして

自然に親しむさまざまなイベ

ントや講習会などが行われま

した。5月 26 日（日）には、

親子で身近な自然に親しんで

もらおうと『花と緑の環境体

験フェス

ティバル～自然のふしぎを楽しく体験しよう』

と題したイベントを私たち TOY BOX の主催

で開催。30 名の親子が会場内の松林でさま

ざまな昆虫など葉っぱの下に潜む生き物をさが

しました。

また、5 月 31日（金）に

は同じく TOY BOX が出展

するサンプロアルウィンの

ピッチを再現した芝生エリア

で、近隣保育園の園児のため

の運動教室を開催しました。

参加した子どもたちは鬼ごっ

こなどでウォーミングアップ後、ボールを使った運動やサッカーのゲー

ムに元気いっぱい取り組んでいました。

花 守の会
花フェスタでも大活躍 スカイパーク花のボランティア

信州花フェスタの会場は大勢

のボランティアの皆さんの協力

により管理・運営されていまし

た。スカイパークの花のボラン

ティア「花守の会」も、開催中

は会場内の花壇の手入れなどの

ボランティア活動を行いました。

バ ラ園（花のプロムナードゾーン）
　スカイパークの新たな人気スポット
信州花フェスタ閉幕後も楽しめる！

６月に入るとスカイパークでもよう

やくバラが咲き始めました。昨年リ

ニューアルしたバラ園（花のプロムナードゾーン）では 70 種、約

3,000 株の美しいバラを一目見ようと、休日・平日を問わず大勢の人

が訪れました。品種により多少前後したものの、閉幕間近の６月中旬に

はバラ園のほぼ全域が見頃となりました。色鮮やかなピンクのバラを始

め、赤、白、紫、オレンジ、黄色など色とりどりのバラや宿根草が咲き

誇るバラ園は、広大なスカイパークの中で

もひときわ目を惹く華やかさ。今ではすっ

かり人気のスポットになっています。

花フェスタメイン会場となった【ターミナ

ルゾーン】の庭園や花壇の多くは閉幕とと

もに見納めとなりましたが、こちらのバラ

園は今後も引き続きお楽しみいただけます。

今から 26 年前の平成 5 年に信州博覧会が開催され、さまざ

まなパビリオンや観覧車などのアトラクションが立ち並んだ現在

の【ターミナルゾーン】はこの春、国内最大級の花と緑の祭典の

メイン会場となり、至るところ色とりどりの花や緑で彩られまし

た。会場の目玉は、空港を離着陸する飛行機を間近で見られる

展望台一面に 15 万株の花が植えられた「北アルプスと花の丘」。

雄大な北アルプスをバックにした美しい景色を写真に収めようと

常に大勢の人で賑わう、会場内でも人気のスポットになりました。

花と緑と笑顔に包まれたスカイパークの５３日間

県内初開催“花と緑の祭典” 信州花フェスタ2019 閉幕　　
10 連休のゴールデンウィークを目前に控えた 4 月 25 日（木）に開幕、信州スカイパークを始め県内の各会場で開催された『信州

花フェスタ 2019 ～北アルプスの贈りもの～』。多くの人々に緑の大切さを伝えた“花と緑の祭典”は 6 月16 日（日）をもって無事

閉幕しました。奇しくも「平成」から「令和」へと時代が移り変わる特別な時期に開催された信州花フェスタには、期間中サブ会場

などと合わせると 70 万人を超える人が訪れました。

かつてないほどの華やかさと賑わいに包まれたスカイパークの

53 日間を写真とともに振り返ります。

月イチ特集
shinshu-skypark.net

TOY BOX 2019.7.1   vol.160

７月号

vol.160

2019年

７月号

vol.160

2019年



所長のひとりごと
～贈り物～

県内で初めての開催となった全国都市緑化フェア「信州花フェスタ２０１９～北アルプスの贈り物～」が 6 月

16 日に閉幕しました。フェア全体としては来場者が７０万人を超え、ここスカイパークもメイン会場として開催

期間中は大勢の皆様にご来園いただきました。ありがとうございます。

多くの来場者で賑わった、北アルプスを望むことの出来るこの場所から、皆さまはどんなプレゼント“贈り物”

を受け取りましたか？ 花と緑に触れあった楽しい時間は、きっと心に残る想い出になったのではないでしょうか？

梅雨が開けるといよいよ楽しい夏休みのシーズンとなりますね。スカイパークでは、ラベンダーフェスティバル

や、近隣の保育園の子供達による七夕の飾り付け、そして

七夕まつり等、今年もさまざまな季節のイベントを開催する

予定です。

また、各施設ではサッカー、陸上競技、テニスなどの大会

やスポーツイベントが開催されます。

フェア期間中にはお届けできなかった、これからの季節に

ピッタリな経験や体験をし、多くの贈り物“想い出”をスカ

イパークで受け取って頂けたら幸いです。

この夏もたくさんのステキな想い出が出来るよう努め

てまいります。皆様のご来園お待ちしております。

７July気がつけば今年も早いもので一年の半分が過ぎ去り、７月から数え
て今年もあと６ヶ月となりました。平成から令和へと元号が変わり、新
たな気持ちで５月からスタート。春と共に梅雨が訪れ、夏の足音もすぐ
そこまで来ていますね。

夏といえば夏祭り、花火、スイカ、風鈴、いろいろなもの、ことが
頭に浮かんできます。そして夏といえばやはり「海水浴」は外せません
よね。

今回は７月の国民の祝日である「海の日」について、世界を見ても
海にまつわる祝日は日本だけということで、より「海の日」について
興味が湧いて来るのではないでしょうか。早速解説していきます。

海の日は１９９５年（平成７年）に制定された祝日で、翌年の１９９６
年（平成８年）から施行された国民の祝日です。どんな意味が込めら
れているのか。
「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日」という

意味が込められています。
もともとは７月２０日が海の日として固定されていましたが、２００３

年（平成１５年）にハッピーマンデー制度により（ハッピーマンデー制
度とは連休を増やそうというもの）７月の第３月曜日に変更されました。

海の日が誕生したきっかけ
は実は明治時代にその由来が
あります。

もともと海の日は「海の記念日」と
いう民間が制定した祝日にならない記念日でした。１８７６年（明治
９年）に明治天皇が船で東北地方に巡幸（じゅんこう）（天皇が各地
をまわること）されたときに当時では珍しく本来なら軍艦に乗って海
を渡るところを、一般の蒸気船である「明治丸」という蒸気船に乗
り渡ったことで、天皇陛下が軍艦以外の船に乗ったのはこれが初め
てでした。その後横浜港に無事に帰港した時の７月２０日を海の記念
日にしようと誕生しました。

その後長い間「海の記念日」として海に関わる方々を中心にイベン
トとしてお祝いされてきましたが、海運関係者が海の記念日を祝日に
しようという働きかけを行い、明治天皇の行動の意義から１９９５年
に「海の日」として制定されました。

明治天皇の行動から始まり、民間の働きかけにより国民の祝日へ
と変化していきました。

来年の東京オリンピック以降は元の７月２０日に再固定しようとい
う動きもあるそうで、東京オリンピック以降の海の日についても注目
していきたいですね。

【連載企画】信州スカイパーク雑学講座
国民の祝日〔７月編〕

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

やまびこドーム他

19：00 KICK OFF（予定）　第 99 回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会
《2 回戦》松本山雅 FC vs ヴァンラーレ八戸（青森県代表）3（水）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

18：00 KICK OFF（予定）　2019 明治安田生命 J1リーグ 第 19 節
　松本山雅 FC vs ジュビロ磐田13（土）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

10：00 KICK OFF（予定）
第 52 回全国高等専門学校サッカー選手権予選北信越大会　決勝15（月・祝） 北信越サッカー協会

18：00 KICK OFF（予定）　2019 明治安田生命 J1リーグ 第 20 節
　松本山雅 FC vs サンフレッチェ広島20（土）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

2019 松本山雅 FC ファン感謝デー21（日） 株式会社 松本山雅

2019 年度 皇后杯 JFA 第 40 回全日本女子サッカー選手権長野県大会 決勝28（日） 長野県サッカー協会

第 72 回長野県陸上競技選手権大会6（土）・7（日） 長野陸上競技協会

第 46 回長野県実業団陸上競技選手権大会
第 30 回記念 長野マスターズ陸上競技選手権大会14（日）

長野陸上競技協会
長野マスターズ陸上競技連盟

2019 年度長野県ジュニアアーチェリー大会15（月・祝） 長野県アーチェリー協会

第 65 回全日本中学校通信陸上競技長野県大会20（土）・21（日） 長野陸上競技協会

長野サマー・トライアル 201927（土） 長野陸上競技協会

第 58 回長野県中学校総合体育大会夏季大会サッカー競技13（土）～15（月・祝） 長野県中学校体育連盟

中信サッカーリーグ28（日） 長野県中信サッカーリーグ

ワールドコップサッカー2019 in 松本27（土） ワールドコップサッカー実行委員会

庭球場
2019 RSK 杯全国選抜ジュニアテニス選手権長野県予選（13 歳以下）6（土）・7（日） 長野県テニス協会

2019 長野県夏季ジュニアテニス大会（中学生）14（日）・15（月・祝） 長野県テニス協会

2019 長野県夏季ジュニアテニス大会（小学生）20（土）・21（日） 長野県テニス協会

第 68 回北信越ベテランテニス選手権大会26（金）～31（水） 長野県テニス協会

信州インドアフェスタ 20197（日） 信州インドアフェスタ実行委員会

第 10 回まつもと軽まつり13（土）～15（月・祝） まつもと軽まつり実行委員会

国興展 201926（金）・27（土） 株式会社 国興

体育館
第 13 回長野県小学生剣道錬成大会6（土） 長野県剣道連盟

中信エンジョイフットサルリーグ7（日）・21（日） 中信エンジョイフットサルリーグ

第 58 回長野県中学校総合体育大会夏季大会バドミントン競技13（土）・14（日） 長野県中学校体育連盟

第 22 回松本支部バドミントン選手権 前期（個人）15（月・祝） 中信地区バドミントン協会松本支部

中信強化リーグ20（土） 長野県ハンドボール協会

2019 らいちょうカップ in 松本《D-2・D-3 大会》27（土） 長野県ドッジボール協会

デリシアカップ第 29 回全日本ドッジボール選手権長野県大会28（日） 長野県ドッジボール協会

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 8 節　上田ジェンシャン vs アルティスタ浅間7（日） 北信越社会人サッカー連盟

14：30 KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ 2019
　 2 部リーグ第 9 節　アンテロープ塩尻 vs 大野 FC28（日） 北信越社会人サッカー連盟

10：30 KICK OFF（予定）　高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2019 北信越
　第 11 節 東京都市大学塩尻高等学校 vs 開志学園 JAPAN サッカーカレッジ高等部6（土） 北信越サッカー協会

※ 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。

サンプロ アルウィン

7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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