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～秋まで楽しめる

バラと草花～
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月イチ特集
　咲き出しはやや早めだったものの、ほぼ例年どおり

６月中旬に見頃を迎えたスカイパークのバラ園。昨シー

ズンより株もさらに大きくなり、地面を覆いつくすように

たくさんの花を咲かせる様子は本当に見事でした。ピー

ク時は連日大勢の人が訪れ、色とりどりのバラを眺めな

がらゆったりと散策したり、その美しい姿を写真に収め

たりしていました。

残念ながらシーズン一番の見ごろは過ぎてしまいまし

たが、四季咲きや返り咲きの品種が多く植えられている

ため、ピークほどではないものの秋ごろまで花を楽しむ

ことができます。

また、スカイパークのバラ園にはバラ以外にもたくさ

んの草花が植えられており、春から秋にかけて色も形も

さまざまな花々がかわるがわる咲いて変化に富んだ景観

を創り出しています。

先月から 2 号にわたりお送りしているスカイパークのバ

ラ園特集。今月は秋まで楽しめるバラに加えて、花壇を

いっそう華やかに引き立てる宿根草などの草花をご紹介

します。
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編集後記

先月から２回にわたってお送りしてきたバラ園特集。今月はバラ

だけでなく、花壇の重要なアクセントになっている草花も併せて

ご紹介しました。花の色合いや配置など綿密に計算され、バラと

見事に調和した美しい花園をお楽しみください！

まだ取り上げていないバラの品種もたくさんありますので、今

後も機会を作ってご紹介していければと思います。

梅雨明けが待ち遠しい今日この頃。蒸し暑く体調を崩しやすい

時期ですが、どうかご自愛ください。

『花守の会』 7 月 のスケジュール

④ 23 日（木・祝）9:00 ～ 11:00

ラベンダー刈り取り

競技スポーツゾーン（２号Ｐ集合）

③ 11 日（土）9:00 ～ 11:30

緑化講習会　第 10 回「苔玉づくり講習会」★

総合球技場（サンプロアルウィン）

　第１０会議室

★長野県主催の講習会です（要事前申込）

日　　時

内　　容

会 場

（集合場所）

日　　時

内　　容

会 場

（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。

新型コロナウイルス感染

拡 大の 影 響により、２月

23 日（日）の開幕戦（第

１節 愛媛FC戦／アウェイ）

を最後に長らく中断してい

たサッカー J２リーグ。６月

１５日（月）に再開後の試

合日程がようやく発表され、松本山雅 FC は６月２７日（土）の

第２節 ツエーゲン金沢戦（アウェイ）を経て、７月４日（土）に

いよいよサンプロアルウィンでのホーム開幕戦に臨みます。

なお、第２節と第３節についてはリモートマッチとして無観客で

試合を行うことが決定しています。第４節以降の対応について、

また９月以降の試合日程や会場の詳細は決まり次第Ｊリーグより

発表される予定です。

NEWS 再開―試合日程決まる  J リーグ

開催日時対戦相手試合名
J2リーグ 第３節※ ヴァンフォーレ甲府 7 月   4 日（土）18:00

J2リーグ 第６節 ザスパクサツ群馬 7 月 19 日（日）18:00

J2リーグ 第８節 FC 町田ゼルビア 7 月 29 日（水）19:00

J2リーグ 第９節 ギラヴァンツ北九州 8 月   2 日（日）18:00

J2リーグ 第 12 節 アビスパ福岡 8 月 15 日（土）18:00

J2リーグ 第 15 節 徳島ヴォルティス 8 月 29 日（土）18:00

■2020 シーズン 松本山雅 FC ホームゲーム日程表（暫定版）

※7/4 の第３節 ヴァンフォーレ甲府戦はリモートマッチ（無観客試合）となります。

所長のひとりごと

新型コロナウイルス感染症防止に関する対応についてご理解

ご協力ありがとうございます。

私たち公園スタッフも消毒液の補充や受付時の注意事項等の

確認業務の対応をさせていただいております。皆様にはご負担

をおかけすることもあるかと思いますが、引き続きご理解とご

協力をお願いいたします。

これからは、段階的ではありますが対策を講じながら J リー

グをはじめ各種イベント・競技会が再開されます。

イベント等に参加される場合は、開催する主催者の指示に従

い、安全を確保しながらご利用ください。

最近では、マスク着用による熱中症に注意との話もあります。

こまめな水分補給や休憩をしながら、またマスクを外す際には、

周囲の状況を確認して対応するようお願いいたします。

梅雨が明けると、青空が広がる『夏』となります。

マスクの着用や携行、そしてこまめな手洗いのためのマイタ

オル・マイハンカチ持

参等のコロナウイルス

対策を万全にし、スカ

イパークを楽しんで頂

きたいと思います。
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信州まつもと空港信州まつもと空港

松本市今井
市民プール
松本市今井
市民プール

松本市
空港図書館
松本市
空港図書館

滝

イベント広場

親水広場

修景池

カリヨン

バーベキューピット

大型木製遊具

展望台

やまびこドーム空港入口
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【みどりのプロムナードゾーン】→

←【花のプロムナードゾーン】

こちら TOY BOX
やまびこドーム事務所

ターミナルゾーン

　 ラベンダー摘み取りについて
毎年開催しております「ラベンダーフェスティバル」につきま

して、新型コロナウイルス感染のリスク等を考慮し、本年度は
開催を見送ることになりました。楽しみにされていた皆様には
心よりお詫び申し上げます。

なお、恒例のラベンダーの摘み取りについては以下の日程で
今年も実施いたします。

■期 間︓７月１８日（土）～２６日（日）の 9 日間
■場 所︓ターミナルゾーン 修景池前のラベンダー畑

（最寄り駐車場︓
８号 P または１０号 P）

期間中はどなたでも
ご自由にラベンダーを
摘み取ってお持ち帰り
いただけます。

※摘み取り用のハサミ等は
各自でご用意いただきます
ようお願いいたします。

　 周辺で工事を行ってい
ますのでご注意ください。
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皆さんこんにちは。カレンダーも７月となり夏ももうす

ぐそこまで来ていますね。

太陽の日差しも力強くなってきたので、熱中症対策や

こまめな水分補給を心掛け、暑い信州の夏を過ごしても

らえればなと思います。

さて、今月もやって参りました７月の二十四節気をササ

ササっと紹介していきたいと思います。それでは行きま

しょう。

７月の二十四節気には「小暑」と「大暑」があります。

毎年「小暑」は７月６日または７日に訪れ今年は７日、

「大暑」は 7 月 22 日または 23 日に訪れ今年は 22 日

となります。

小暑
「小 暑」は「しょうしょ」と読みます。「小さく暑い」

と書くことから、本格的に暑くなる少し前のことを指し

ますが、実際にこの頃は梅雨明けが近くなり、蝉の鳴き

声が聞こえ始めます。まさに夏の訪れを感じられる時季

となります。「暦便覧」においても「大暑来れる前なれ

ばなり」と記されていることからも、本格的に暑くなる

前という意味になっていることがわかります。「夏至」や

「春分」などに比べると、あまり耳慣れない言葉である

小暑ですが、実は大切な風習に関わっている重要な節気

でもあります。

小暑が関わる大切な風習とは、暑中見舞いです。暑中

見舞いは小暑から立秋までに出すものとされていて、お

世話になっている方々や友人や親戚などへ夏のご挨拶の

贈り物の時期として一つの目安にしてみてはいかがでしょ

うか。

大暑
続いて「大暑」は「たいしょ」と読みます。

大暑は読んで字のごとく、一年で最も暑くなる時期の

ことを意味しています。

「暦便覧」においても「暑気いたりつまりたるゆえん

なればなり」と記されていることから、大暑には快晴

が続き、気温が上がり続けるころという意味でやはり一

年で一番暑くなる時期だということがわかりますね。

成長著しい子ども達にはそんな真夏の暑さを乗り切

り、夏バテしないようにするためにも、普段から栄養

満点な食べ物を好き嫌いしないでバランスよくたくさん

食べることが大切なのかなと思います。

栄養、運 動、睡眠、この三つの円を常に同じくらい

の大きさで描きながら、どんどん大きくしていってほ

しいと切に想う、夏の夕暮れ時に鳴くヒグラシの願い

として、、、。

二十四節気
【連載企画】信州スカイパーク雑学講座

二十四節気
〔第５回：７月編「小暑」「大暑」〕

今年もサンパチェンスを植えました！

関東甲信地方が梅雨入りした６月上旬、みどりの交流ゾーンほか園内の花壇にサンパチェン

スの苗を植えました。例年５月に開催される「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」が新型コロナウイル

ス感染拡大の影響で中止となったため、今年は同イベント関係

者の皆様とスタッフが植え付けを行いました。

暑さに強く、毎年８月に見ごろを迎えるサンパチェンス。今年も

たくさんの花を咲かせてくれるのを楽しみに待ちたいと思います。 夏、見事に咲いたサンパチェンス
（みどりの交流ゾーン）2019.8 月撮影

①
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ピークは過ぎても秋まで咲いてます！
スカイパークのバラ園には四季咲き・

返り咲きのバラや宿根草が植えられてお

り、秋まで花を楽しむことができます。

紅葉とバラ （チェリーボニカ） 2019. 11月撮影

他のバラに比べると少

し小さめの赤い花が可愛らしいバラ。

バラ園の中ではやや遅く咲き始めます。

四季咲き
① スカーレット メイディランド

Scarlet Meidiland

四季咲き

ころんとした丸い形の、ピンクがかっ

た赤色のバラ。中央の円形花壇にて、

スカーレットボニカとともに紅葉の時

期まで咲いています。

② チェリー ボニカ

Cherry Bonica

「ノックアウト」の名の

通り、耐病性に優れた強健種。ピンク

の花が途切れることなく咲きます。

四季咲き
③ ピンク ノックアウト

Pink Knock Out

パステルピンクの柔らかな雰囲気の

バラ。園路を隔てた向かい側の木陰に

多く植えられ、静かな木陰がこの時期

だけはぱっと華やぎます。

四季咲き④ ボニカ ’82

Bonica ’82

四季咲き

燃えるような真紅のバラ。

南側の通路沿いに、桜並木の木陰を

彩るように咲いています。

⑤ ラ セビリアーナ

La Sevillana

四季咲き

遠くからも目を引くショッキングピン

クの花が絶え間なく咲きます。先月ご

紹介したツル・ローズうららはこちら

の枝変わり品種。

⑥  ローズうらら

Roseurara

中央付近のパーゴラで咲

く紫色のクレマチス。四季咲き系で切り

戻すことにより繰り返し咲きます。

四季咲き
⑦ クレマチス（ジャックマニー系）

Clematis

花のように見えるのはガクが変形した

装飾花と呼ばれるもの。装飾花は白から

緑へと色が変わっていきます。

　6月下旬～7月下旬ころ

アジサイ科⑧ アジサイ ‘アナベル’

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’

「ハクチョウソウ」という別名の通り、

まるで白い蝶が飛んでいるかのようです。

　6月中旬～秋ごろまで

アカバナ科⑨ ガウラ

Gaura

バラ園中央入口で、訪れる人々を出迎

えるように咲いている紫の花たち。涼し

げで色鮮やかな花色がバラ園をいっそう

華やかにします。

※⑪は花を切り戻すことにより繰り返し咲きます。

　５月下旬ころ～秋ごろまで

フウロソウ科 シソ科↓⑩ ゲラニウム
⑪ サルビア・ネモローサ ‘カラドンナ’

Geranium

Salvia nemorosa
‘Caradonna’

お盆の花として有名な紫がかった濃い

ピンク色の花。バラ園北側や園路沿い

の半円花壇で咲いています。

　7～ 8 月ごろ

ミソハギ科⑫ ミソハギ

Lythrum anceps


