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信州スカイパークではおそらく史上最も早い 3 月末の

桜の開花に続き、シバザクラやハナミズキなども暖かい

陽気に誘われ駆け足で咲いていった今年の春。木々が輝

く新緑で覆われた 5 月半ばには、早くも各地から梅雨入

りのニュースが聞かれるようになりました。関東甲信地

域では 5 月 20 日現在まだ発表はありませんが、県内で

もまるで梅雨のような雨模様の天気が続いているので、

もう間もなく梅雨入りするのでしょう。

そんな梅雨のさなかに見ごろとなるスカイパークのバラ

園（花のプロムナードゾーン）も例外に漏れず花期は早

まりそうな気配です。平年であれば 6 月中旬に一番花が

咲き揃うピークを迎えるのですが、今年は 5 月中旬の時

点でつぼみが膨らんでいる品種もちらほら。ほかのバラ

に先立って咲く黄色い八重のモッコウバラはすでに満開

の状態でした。春は桜があまりに早く開花したのに驚か

されましたが、このままいくとバラも 5 月中に開花という

ことになるのかもしれません。あまりにも季節の進むのが

早いのでついていくのが大変ですが、そんな気候の変化

に負けず今年も見事に咲いてくれることを願っています。

スカイパーク

バラ図鑑
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編集後記

例年６月中旬に見ごろを迎えるのに合わせてお送りしているバラ

特集ですが、先日様子を見に行くとまだ５月下旬だというのに咲き

始めている品種も…。半ば予想していたこととはいえ「いくら何で

も早すぎるんじゃないの !?」とびっくり。桜といい、シバザクラと

いい、今年はスカイパークの花たちに驚かされっぱなしです。

●イベントインフォメーション 2021年6月

陸上競技場
5（土） 第60回中学校総合体育大会中信地区予選会陸上競技

補助競技場
13（日）・27（日） 中信サッカーリーグ戦

5（土） 女子北信越リーグ⑥

12（土）・13（日） 高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2021 長野県リーグ3部 ⑦

27（日） 高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2021 長野県リーグ3部 ⑧

6（日） 第15回中信地区小学生陸上競技大会

12（土）・13（日） 〈アーチェリー〉2021年度国体第3回選考会兼長野県6月競射会

19（土） 第27回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会混成競技

20（日） 第38回長野県小学生陸上競技大会

27（日） 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会　決勝

サンプロ アルウィン（総合球技場）

庭球場

5（土）
14：00KICK OFF（予定）　2021明治安田生命J2リーグ第17節

　松本山雅FC vs FC町田ゼルビア

6（日）
11：00KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ2021

　1部リーグ第6節　アルティスタ浅間 vs JAPAN S.C.

9（水）
19：00KICK OFF（予定）　天皇杯JFA第101回全日本サッカー選手権大会

　2回戦[44]　松本山雅FC vs FC琉球

13（日）
13：00KICK OFF（予定）　第57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 リベルタス千曲FC

19（土）
18：00KICK OFF（予定）　2021明治安田生命J2リーグ第19節

　松本山雅FC vs 大宮アルディージャ

26（土）・27（日） 長野県クラブユースサッカー選手権（U-15）　決勝

6（日）・20（日） 女子北信越U-15リーグ

12（土）・13（日） 高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2021 長野県リーグ3部 ⑦

芝生グラウンド

26（土）
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2021 長野県リーグ1部 第8節

　9:30～長野日大 vs 松本第一／11:40～上田西 vs AC長野U18

27（日）
11：00KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ2021

　2部リーグ第6節　アンテロープ塩尻 vs SR Komatsu

球技場

6（日）
11：00KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ2021

　2部リーグ第4節　アンテロープ塩尻 vs ’09経大FC

26（土）
高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2021北信越

　第9節　松本山雅U18 vs 星稜高等学校（石川県）

体育館
2（水）・3（木）・5（土） 長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技

6（日） 長野県フットサルリーグ2部

12（土）・13（日） 第60回長野県中学校総合体育大会夏季大会松本予選会卓球競技

19（土）・20（日） 第60回長野県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選会バドミントン競技

26（土）・27（日） 第60回長野県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選会卓球競技

5（土）・6（日） 第67回長野県テニス選手権：D

12（土）～14（月） 2021全国小学生テニス選手権北信越予選

19（土）・20（日） 2021全国中学生テニス選手権長野県予選：団体戦

26（土）・27（日） 2021全日本ジュニアテニス選手権長野県予選

※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。

　　オススメ飛行機ビュースポット

街かど広場＠みどりの交流ゾーン

（最寄り駐車場 ： 13 号P）

こども広場＠競技スポーツゾーン

（最寄り駐車場 ： 2 号P）
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皆さんこんにちは。

沖縄、九州、四国、近畿、東海地方ではすでに梅雨

入りとなり、例年よりかなり早く梅雨入りとなりそうな

信州松本。

まもなく梅雨入りとなる 6 月ですが、今月も「和風月名」

について調べていきたいと思います。

早速ですが 6 月の「和風月名」、皆さんご存じの方も

いると思います。もしくは聞いたことある人も中にはい

るでしょう。

6 月は「水無月」と書きます。読み方は「みなづき」

と読みます。

漢字からなんとなく想像すると「水がない月」と思い

がちですよね。

でも実は水無月の「無」という感じはその昔、言葉と

言葉の助詞として「の」とも表現されてきたそうです。

すなわち「水が無い月」ではなく、「水の月」と解釈

されてきたとか。

6 月になると田んぼに水を引く、張る月であったり、

皆さんご存じ梅雨の時季になると雨が多く降る月であっ

たり水が多く関わる月という意味になります。

ここ数年は異常気象により、この時季には甚大な水災

害のニュースが報道されたりします。

自然の力に勝つことはできませんが、一人ひとりが今

の環境に目を向け、何かを変えていく必要があるかもし

れません。

大地に水が浸み込み、生き物にとって恵みの水となり、

人々が自然とバランスよく共存していく世界になっていく

よう、一人ひとりが今から意識し行動していけるよう願

います。

これからも「水無月」が皆さんにとって水と笑顔で暮

らせる日々でありますように。

【連載企画】信州スカイパーク雑学講座

和 風 月 名
第３回　「水無月」

5 月 22 日（土）、みどりの交流ゾーンで恒例の『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』が開催されました。昨年は新型コロナウイルス感染拡大

の影響でやむなく中止となりましたが、今年は感染

予防対策を講じ約 40 人の方にご参加いただきまし

た。みどりのプロムナードゾーンへ続く

連絡橋にほど近い園路沿いの花壇

と、園内各所に設置するプランター

に植えられたサンパチェンスはこれ

から大きく生長し、例年８月に見ご

ろとなります。

NEWS
2 年ぶりの開催― スカイパークでサンパチェンス植栽イベント

Instagram Twitter
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信 州 ま つ もと 空 港
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南管理棟 陸上競技場

やまびこドーム

信　州　ま　つ　も　と　空　港
総合球技場

（サンプロアルウィン）
寺家

馬術場北

アルウィン入口陸上競技場入口

空港西 今井北耕地

空港入口

今井東

0 200 500m

花のプロムナードゾーン
　　「空港入口」信号から南へ約 400m　　　7 号駐車場

スタッフおすすめバラ12選
スカイパークのバラ園には現在、色

も大きさもさまざまな約 80 種・

3,600 株のバラが植えられています。

今回はジューンブライドをイメージした

バラ園スタッフおすすめ

の 12 品種をご紹

介。いずれも気品

や愛らしさを備え

たバラばかりです。

やや小さめの白い花が

特徴の房咲きのバラ。バラ園の北の外

れの木陰にあります。

返り咲き
① アルバ メイディランド

やや小ぶりの赤い花を

可愛らしく咲かせます。バラ園の中では

やや遅く咲き始めます。

返り咲き
② スカーレット メイディランド

四季咲き

深みのある赤が特徴の、「黒バラ」と

言われるバラの代表格。ビロードのよう

な花びらと強い香りもこのバラの魅力。

③ パパ メイアン
オレンジがかったピンク色という珍し

い色合いの房咲きのバラ。その名のと

おり明るく華やかな雰囲気の花です。

四季咲き④ ファンファーレ
繊細なフリルのような薄

い花びらはベージュがかった淡いピンク

色。モナコ公妃に捧げられた気品あふれ

るバラです。

四季咲き
⑤ プリンセス シャルレーヌ ドゥ モナコ

中心がクリームがかった淡いピンク

で優しい雰囲気の白バラ。香りが良く、

病気にも強いのが特徴です。

四季咲き⑥ ボレロ
ティッシュをくしゅっと

丸めたような花型の愛らしいバラ。緑色

の照葉に真っ白な花色が映えて見えます。

四季咲き
⑦ ホワイト メイディランド

地面を這うように伸びた

枝いっぱいに花を咲かせるバラ。ショッキ

ングピンクに黄色の雄しべが際立ちます。

返り咲き
⑨ マジック メイディランド

温かみのある淡いピンクの大きな花

が豪華で美しいバラ。大輪系のバラの

中でも一際大きく見えます。

四季咲き⑧ マイ ガーデン

初 期 のハイブリット

ティー種（四季咲き大輪バラ）を代表

する同名バラの枝変わり種。

一季咲き
⑩ つる マダム カロリン テストゥ

ややくすんだピンクのバラ。花びら

の数がとても多く、ぎゅっと詰まった

ような丸みのある咲き方が特徴。

四季咲き⑪ 結愛（ゆあ）
中央入口を飾るオベリスク仕立てのバ

ラ。一際小さな白 &ピンクの花が可憐。

向かいの真っ白なミニバラ「雪あかり」

と対になっています。

一季咲き⑫ 夢乙女


