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厳しい残暑もようやく落ち着き、日一日と秋が深まる今

日この頃。信州スカイパークでも園内の木々の葉が色づ

き始め、一年のうちで最も色彩豊かで美しい景色が広が

る時期です。涼しくて過ごしやすいこの時期は、例年で

あれば大勢の人でにぎわう行楽シーズンなのですが、今

年は新型コロナウイルスに警戒しながらレジャー・スポー

ツなどを楽しむことになりそうです。とはいえ、こんな時

期だからこそ、さわやかな秋晴れの日は外で思い切り羽

を伸ばしたいものですね。

松本市・塩尻市の郊外にある信州スカイパークは、信

州まつもと空港をぐるりと取り囲む 141.6ha の広大な敷地

に、緑地や水辺、スポーツ施設や遊具などさまざまなス

ポットが集まっている、見晴らしの良さが自慢の都市公園

です。あまりにも広く、周辺に目印となるものも少ないの

で、特に初めて訪れる方には目的地にたどり着くのが

ちょっと大変なことも。また、目的地によってはカーナビ

に表示されないこともあるので、お出かけの前にルート

を調べておいた方が良いかもしれません。

そんなわけで今月は、ご家族連れで楽しめるスカイパー

クの人気エリアと、各スポットへのアクセスについて少し

ご紹介したいと思います。
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編集後記

厳しい残暑もようやくひと段落。すっかり過ごしやすい陽気と

なった 9 月の 4 連休、スカイパークは例年のゴールデンウィーク

並みに賑わいました。今年はコロナ禍で訪れる方が減ってしまい、

園内の風景も少し寂しげだったのですが、ここへきて久々の活気

にちょっと嬉しくなりました。

これから迎える紅葉シーズン、スカイパークでも至る所で美し

い紅葉が見られます。感染予防対策をしっかりして、秋のスカイ

パークをお楽しみいただければ幸いです。

『花守の会』 10 月 のスケジュール

⑧ 3 日（土）9:00 ～ 11:00

花苗植え付け

野と花のゾーン（６号Ｐ）

日　　時

内　　容

会 場
（集 合 場 所）

⑨ 17 日（土）9:00 ～ 11:30

緑化講習会⑪ 寄せ植え講習会 ※県主催講習会

南管理棟（４号Ｐ）

日　　時

内　　容

会 場
（集 合 場 所）

⑩ 24 日（土）9:00 ～ 16:00

研修会（詳細未定）

未定

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。

※雨天の場合はサンプロアルウィン

　第10会議室で開催

信州まつもと空港が見渡せるファミリースポーツゾーンの一角に、飛行機

好きの方にはうれしいニュー

スポット『ミニ滑走路』が誕

生し、9月5日（土）に“開

港式”が行われました。長さ

25m、幅 4m のミニ滑走路

には飛行機型のバッテリー

カーや撮影ボードが用意さ

れ、訪れた親子連れが記念

撮影などを楽しんでいました。

NEWS
ミニ滑走路ＯＰＥＮ― “開港式” 親子連れで賑わう

●イベントインフォメーション 2020年10月
総合球技場（サンプロアルウィン）

芝生グラウンド

補助競技場
25（日） 中信サッカーリーグ戦

球技場
11（日）・25（日） 地区リーグ決勝大会

体育館
11（日） 第32回長野県中学校バドミントン選手権大会

庭球場
11（日） 2021全国中学校選抜テニス大会長野県予選

18（日） 2020長野県やまびこテニス大会：ＭＤ

23（金）～25（日） 2020全日本ジュニア選抜室内テニス選手権北信越予選

31（土） 2020長野県秋季エムスタイルテニス大会

18（日） 長野県フットサルリーグ

18（日） 〈ハンドボール〉 姉妹都市交流大会

24（土）・25（日） 松本市中学校新人体育大会（卓球）

31（土） 中信高等学校新人体育大会バドミントン競技

陸上競技場
17（土）・18（日） 第73回長野県陸上競技選手権大会〔陸・補〕

31（土） JFA第44回全日本少年サッカー選手権大会長野県大会 準決勝

4（日） 『サンプロアルウィンの芝生をはだしで走ろう！

～サンプロアルウィン無料開放～』（※参加募集締切）

10（土） 14:00KICK OFF（予定） 2020明治安田生命Ｊ2リーグ第25節

　松本山雅ＦＣ vs ジュビロ磐田

14（水） 19:00KICK OFF（予定） 2020明治安田生命Ｊ2リーグ第26節

　松本山雅ＦＣ vs 水戸ホーリーホック

21（水） 19:00KICK OFF（予定） 2020明治安田生命Ｊ2リーグ第28節

　松本山雅ＦＣ vs 大宮アルディージャ

17（土）・24（土）
31（土）

第99回全国高校サッカー選手権大会長野県大会〔芝・球〕

　（17日 3回戦／24日 4回戦／31日 準々決勝）

※上記の内容は主催者の都合、また今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況等により変更

または中止になる場合があります。何卒ご了承ください。

ピッチ

ス カ イ パ ー ク 写 真 館ス カ イ パ ー ク 写 真 館
S k y p a r k  P h o t o  G a l l e r y

　　公園と秋の空

展望台

紅葉の始まり
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皆さんこんにちは。今年も早くも 10 月になってしまい

ました。日が暮れるのも一段と早くなり、夕方になれば

秋らしい涼しさとなり、一枚羽織りたくなりますね。

さてそんな 10 月を迎え今月も二十四節気である「寒露」

と「霜降」について早速解説していきたいと思います。

寒露
まずは「寒露」について、読み方は「かんろ」といいます。

毎年 10 月 8 日頃に訪れ、今年は 10 月 8 日が「寒露」

の日となります。どんな意味があるかというと、「草花に

降りた露が寒さで凍ってしまいそうになる頃」という意

味だそうです。「暦便覧」には、「陰寒の気に合つて露結

び凝らんとすれば也」と記されていることから、霧が冷

気によって凍えそうになる様子を表したもので、「寒露」

はそのような気候から名付けられたものとされています。

農家で大切に育てた五穀の収穫も繁忙期を迎え、山々の

紅葉も色濃くなり、大気が安定し澄んだ気持ちの良い秋

晴れの日が多くなる頃でもあります。月が美しく見える 9

月中旬の十五夜は有名ですが、寒露の頃（10 月中旬）

にも十三夜（旧暦 9 月 13 日、新暦で 10 月 13 日前後）

という月がきれいに見える日があります。より一層澄ん

だ空気と共に現れる月を眺め、一人考え事にふける時間

としてはいかがでしょうか︖

霜降
続きまして「霜降」について解説していきたいと思い

ます。読み方は「しもふり」ではなく、「そうこう」とい

います。毎年 10 月 23 日頃に訪れ、今年は 10 月 23 日

に訪れます。ちなみに 2019 年は 10 月 24 日でした。

どんな意味があるかというと「朝晩の気温が一段と下

がり、霜が降りるころ」という意味になります。「暦便覧」

には、「露が陰気に結ばれて霜となりて降るゆえ也」と記

されていることから、霧が冷気によって霜となり降り始

め、徐々に寒さが厳しくなる時期であることを示してい

ます。この頃になると夕方のニュースなどで「木枯らし 1

号が吹きました」という聞きなれた言葉を耳にしたり、

夜になると冷え込みが増し、秋らしさがなくなり、冬の

においが一段と濃くなってくる時期にもなります。出かけ

る際には一枚厚手のコートを準備するなど冬への身支度

を始める目安にもなるかと思います。

秋から冬へと移りかわる時期、松本平に広がる山々の

色の移り変わりも気にしながら、日本の季節を目と鼻と

耳と肌で感じ、過ごしてみてはいかがでしょうか︖

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８回：１０月編「寒露」「霜降」〕

子どもたちに

人気の「おもし

ろ自転車」を始

め、園内散策用

のレンタサイク

ルやパターゴル

フ、ペタンクや

フライングディ

スクゴルフ、グ

ラウンドゴルフなど気軽に楽しめるスポーツ施設や遊具などが

集まるファミリースポーツゾーン。シーズン中の休日は大勢の人

で賑わいます。

滑走路沿いに広がる

芝生の広場からは、空

港に降り立った飛行機

を間近に見ることがで

きます。先月には、空

港ターミナルを望む滑

走路脇の一角に新たな

スポット『ミニ滑走路』が誕生しました。信州まつもと空港滑

走路の 1/80 の長さにあたる全長 25ｍのミニ滑走路には、

実物と同じラインや記号がペイントされています。飛行機の気

分（？）になって滑走路を走ってみ

たり、実際の滑走路を背に写真を

撮ったり、滑走路の記号（標識）

について勉強したり、いろいろ

な楽しみ方ができそうです。

※空港隣接地のため、ミニ滑走路を含

め公園内でドローンやラジコン、模型飛

行機等を飛ばすことは航空法で禁止されてい

ます。 4号駐車場

　新スポット『ミニ滑走路』ＯＰＥＮ！ファミリースポーツゾーン

大芝生
広場

遊具

多目的
芝生広場

ミニ滑走路

アスレチック
　広場

おもしろ自転車
広場

グラウンド・ゴルフ場

パターゴルフコース

信 　 州 　 ま 　 つ 　 も 　 と 　 空 　 港

ディスクゴルフコース

バッテリーカー　
コーナー

サイクルセンター

ホースシューズ
コートペタンクコート
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『信州スカイロード 10』（10km）
ハーフコース（4km）

24

　南管理棟

NEW!

大きな白い丸 屋

根が遠くからでも目

を引くスカイパーク

のランドマーク、や

まびこドームを中心

としたターミナル

ゾーンは、ケヤキや

アカマツ、ユリノキ

など木々の多い緑

豊かなエリアです。空港ターミナルに隣接しており、飛行機

を間近に見られる展望台を始め、大型木製遊具やバーベキュー

ピット、また滝流れや修景池などの水辺があり、こちらもシー

ズン中の週末は家族連れなどでにぎわいます。昨年『信州花

フェスタ 2019』のメ

イン会場となったのを

機に大きく様変わりし

ているターミナルゾー

ン、今年は新たに「里

の水景」「親 水 広 場」

2 つの水辺がオープン

しました。地面から幾

筋もの噴水が上がり、この夏は小さな子どもたちの水遊びス

ポットとして大人気だった親水広場。今シーズンの噴水の稼

働は 10 月末までの予定です。水曜日の夜限定のライトアッ

プも今年は間もなく見納めとなりますので、ご覧になりたい方

はお早めにどうぞ！

8～10 号駐車場

「親水広場」噴水稼働時間（10 月）
●月・火、木～日曜日　10：00 ～ 16：00
●水曜日　　　　　　　10：00 ～ 19：00※
※水曜日はナイター稼働（ライトアップ）

『信州スカイロード 10』
（10km）

16

15

14

13

　やまびこドーム
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 9
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大型木製遊具

展望台

バーベキューピット

修景池

イベント広場

里の水景

プロムナード広場

親水広場

松本市今井
市民プール

松本市
空港図書館信

州
ま
つ
も
と
空
港

ターミナルゾーン 　人気スポット「親水広場」の噴水は今月末まで！

信州スカイパークはとても大きな公園です。空港をぐるりと囲

む敷地は南端から北端までの直線距離が約 3.6 ㎞、東西は最も

長いところで約1㎞あり、初めて訪れる際に戸惑う方もいらっしゃ

るようです。カーナビの地図も以前に比べ精緻になってきていま

すが、場所によっては正しく表示されないこともあるので、お出

かけの前に目的の場所と最寄りの駐車場を公式サイトのアクセス

マップ等で確認しておくことをおすすめします。

スカイパークの周辺道路には

主なゾーンや施設の案内標識が

出ています。とりあえず公園

には着いたけれど目的の場所

がわからない、というような時

は駐車場の入口にある看板の

番号をご確認ください。園内

に 24 か所ある屋外トイレにも同様に番号がつ

いていますので、お問い合わせの際にお伝え

いただくとご案内がスムーズにできます。

また園内にはさまざまな競技施設や遊具、

オブジェなどが点在していますので、そちら

を目印にしていただくのもひとつの手です。

 スカイパーク アクセス案内 
【塩尻北 IC～ 　　　　　　　　　　】編ファミリースポーツゾーン

ターミナルゾーン

115

115

290

296

48

48

25

27

25

松本市公設
　地方卸売市場

松本南

ファミリーマート
松本空港前店

平田村井広丘
19

19

川西

川東

寺家

町神菅野

村井

空港東

赤坂橋

吉田北

原新田

流通団地

平田駅東

南荒井西
南荒井南 南荒井中

小俣橋東

村井下町北

流通団地北

流通団地南

塩尻北I.C

今井北耕地
陸上競技場
入口 アルウィン

入口

やまびこドーム
入口

空港入口

今井東

空港西

長野自動車道

塩尻北I.C

馬術場北
1413

1210
11

98

7

12

3

45

6

ターミナルゾーン

ファミリースポーツゾーン

信 州 ま つ も と 空 港

奈良井川

鎖川

　やまびこドーム

　南管理棟

　陸上競技場

　サンプロ アルウィン
TOY BOX

信州スカイパークサービスセンター

ファミリースポーツゾーン
ターミナルゾーン

花のプロムナードゾーン

競技スポーツゾーン

みどりの交流ゾーン

野と花のゾーン

サンプロアルウィン方面ファミリースポーツゾーン
ターミナルゾーン

花のプロムナードゾーン
野と花のゾーン 方面

SHINSHU SKYPARK Access Map

2020 秋 スカイパークおすすめスポット


