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9 月に入って暑さもいったんは落ち着いたかに思われ

ましたが、中旬に日本列島を横断した台風一過で再び

残暑に。お彼岸の頃になっても汗ばむような陽気が続

きました。しかし気温が高い中にも、虫の声や時折吹

く風の涼しさなど、あらゆる所に秋の訪れを感じるこ

とができます。今年は紅葉の見頃がやや遅くなるとい

う予想も出ていますが、これから涼しくなれば木々の

葉も一気に色づいていくことでしょう。

収穫期を迎えた周辺の田畑では、天気の良い日中、

農家の方たちがせっせと収穫作業に追われています。

実りの季節は信州スカイパークにも。園内の木々はそ

れぞれ、色も形もさまざまな実をつけ、紅葉と共に秋

の風景に彩りを添えてくれます。

今月は、秋のスカイパークで見られる木の実と、夏

から秋にかけて園内を彩る花をいくつかピックアップし

てご紹介します。爽やかな秋風の中、スカイパークで

色とりどりの花や実を探してみてください。
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編集後記

久しぶりに親戚の田んぼで稲刈りを手伝ってきました。重労働

ですが、手塩にかけて育てた作物を収穫するのはやはり嬉しいも

のです。買い物に行けば、店頭にはブドウやナシ、リンゴなどさ

まざまな秋の味覚が並んでいます。外では庭や公園の木々が色

鮮やかな実をつけています。実りの季節、体と心の栄養をしっか

り蓄えて、寒い冬も元気に過ごしたいですね。

●イベントインフォメーション 2021年10月

陸上競技場

補助競技場
24（日）・31（日） 中信サッカーリーグ

9（土）・16（土）・17（日） 全日本大学女子サッカー選手権大会長野県大会（17日決勝）

10（日）・24（日） 地区リーグ決勝大会

30（土）・31（日） シニア北信越35カップ

23（土）
第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会　準々決勝

①11：00　②13：30

9（土） 第63回松本市市民体育大会秋季大会

10（日） 第51回長野県ターゲットアーチェリー選手権大会

16（土）・17（日） 長野オータム・トライアル2021

30（土） 2021年度長野県中学校駅伝競走大会中信地区予選会

サンプロ アルウィン（総合球技場）

30（土）
第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会　準決勝

①11：00　②13：30

16（土）
第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会　4回戦

①11：00　②13：30

10（日）
14：00KICK OFF（予定）　2021明治安田生命J2リーグ第33節

　松本山雅FC vs 栃木SC

16（土）
『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～』（※要事前申込）　

24（日）
15：00KICK OFF（予定）　2021明治安田生命J2リーグ第35節

　松本山雅FC vs FC琉球

31（日）
JFA第45回全日本U-12サッカー選手権大会長野県大会

　3位決定戦・決勝

17（日） 地区リーグ決勝大会

31（日） 北信越チャレンジ④

芝生グラウンド

2（土）

10：45KICK OFF（予定）

高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2021北信越

第17節〔1702〕 松本山雅U-18 vs アルビレックス新潟U-18 ★

球技場

体育館
9（土）・10（日） 2021年度中信高等学校新人体育大会 卓球競技

16（土） 長野県中学校新人体育大会中信地区大会松本予選会　卓球競技

17（日） 長野県小学生バレーボール大会

24（日） 〈バドミントン〉長野県オープンダブルス大会

30（土）～11/1（月） 2021年度中信高等学校新人体育大会 バドミントン競技

やまびこドーム
23（土）・24（日） ワンニャンカーニバル

★無観客で開催（他の大会についても無観客開催となる可能性があります）

※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。

花守の会

Other
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皆さんこんにちは。
2021 年も残すところあと 3 ヶ月となりました。朝晩の

冷え込みは一段と冬の到来を肌で感じる瞬間ですね。し
かし太陽が昇ればまだまだ秋の陽気で過ごしやすい時季
ではあります。

一日でも早くコロナが収 束し、近 所の公園に元気いっ
ぱい遊びまわる子ども達の姿が戻ってきてほしい、そし
て当たり前に過ごせる日々に感謝できることを心から願っ
てやみません。

さて、今月も「和風 月名」についてご紹介していきた
いと思います。

10 月の和風月名は「神無月」と言います。読み方は「か
んなづき」や「かむなづき」や「かみなしづき」と読みます。

漢 字 からどん な 月なの かが 想 像 できる方 も 居ます か
ね︖︖

意味や由来は諸説ありますが、いくつか調べたものを
ご紹介していきたいと思います。

有力とされている説は、神 無 月の「無」は 無しという
意味ではなく、「の」という意味をもつそうです。以前ご

紹介した「水無月」も水が無い月ではなく、水の月と表
現されていましたね。

したがって神無月は「神の月」という表現になり、10
月に神聖なる五穀を収穫し、神様にささげ感謝し、祭る
月という意味になるそうです。

また一方では、全国の神様が一斉に出雲大社へ集まり、
そこでは人には計り知ることのできない「神事」が話し
合われているとかなんとか。

諸国からは神様 が居なくなるという意味から「かみな
しづき」と表現される説もあるそうです。

また 出 雲 大社 が あ る島 根 県では 神 様 が集まる月とな
り、現在 でも「神 在 月・神 有月（か みありづき）」と呼
ぶ風習が残っているそうです。

その他には雷が鳴らない月を表現して「雷無月（かみ
なしづき）」が転じたという説もあるそうです。

10 月になると翌年の足音が少しずつ聞こえてくる中で、
これまで歩んできた道のりを振り返り、成功や失敗、様々
なでき事から反省と得た自信を整理し、そこから来年に
向けてより良い年にするための準備を始める月という捉
え方ができるのではないでしょうか。

神の月、神無月。
神様達がどんな「神事」を話し合っ

ているかは、神のみぞ知るですね。

信　州　ま　つ　も　と　空　港
松本市今井

　　市民プール

松本市空港図書館
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花

ピンクノックアウト

ウメモドキという名前の由来は葉の形や枝

ぶりが梅に似ていることなどから。小さな赤

い実を枝に沿うようにしてたくさんつけます。

野と花のゾーン 池の南のあずまや付近 6 号P

葉脈のはっきりした葉っぱを覆うように小

さな赤い実をたくさんつけます。落葉後も長

い期間実をつけたままでいます。

みどりのプロムナードゾーン 園路沿い 12 号P

枝先に赤くて丸い実をつけます。

葉っぱの先端が三つに分かれているのが

特徴。

みどりの交流ゾーン 街かど広場 13 号P

球形のまんまるとしたどんぐり。

ちなみに「どんぐり」はクヌギ・カシ・

ナラなどブナ科の木の実の総称です。

ターミナルゾーン 松林内 8･10 号P

こちらはクヌギに比べると細長い形をして

います。ベレー帽をかぶったようなかわいら

しい姿でおなじみのどんぐりです。

ターミナルゾーン 松林内 8･10 号P

10 ～ 11 月頃から赤く色づき始め、冬の

間も赤い実をつけたままでいます。常緑のた

め冬も緑と赤の鮮やかな色彩を楽しめます。

みどりの交流ゾーン 総合球技場周辺
（サンプロアルウィン）

14 号P

オレンジ色の実を枝から垂れ下がるように

付けます。ガマズミ・ヤマボウシ等と共に

園内の樹木に先駆けて実が色づき始めます。

みどりの交流ゾーン ふれあい広場東側 14 号P

枝先に小さな赤い実が集まってつき、落

葉後も実がついたままで残っています。

独特な色彩の紅葉もおすすめ。

野と花のゾーン 信州花の広場 5 号P

可愛らしいピンク色の果実が枝から垂れ下

がるように付きます。果実は熟すと4つに割

れて中から赤い種子が顔を出します。

みどりの交流ゾーン 親しみ広場 14 号P

小さな紫色の実を枝いっぱいにつけた姿

は、まるでブドウの実がなっているかのよう。

野と花のゾーン 池･流れ周辺 6 号P

サクランボほどの大きさの特徴的な丸い実

をつけます。緑色～黄色～オレンジ色・赤色

と、その実は色とりどりに変化していきます。

みどりの交流ゾーン 総合球技場周辺
（サンプロアルウィン）

14 号P

6 月上旬～10 月下旬ごろ（霜が降りるまで）
ターミナルゾーン ミストの滝下 8 号P

7 月下旬～10 月中旬ごろ（例年）
※10 月は半分ほど咲き終わっている可能性あり。

みどりの交流ゾーン 東側連絡橋近く 12 号P
花のプロムナードゾーン 南側の花壇 7 号P

7月下旬～10月上旬ごろ（例年）
白

ピンク
みどりの交流ゾーン 馬術上北交差点付近 12号P
野と花のゾーン 玉石広場近く 6 号P

最盛期は６月ですが、四季咲きや返り咲

きの品種が多いため、ピーク時より花数は少

ないものの秋も花を楽しむことができます。

6 月～10 月まで
花のプロムナードゾーン バラ園 7 号P

ラ セビリア―ナ


