
眩しい日差しに照らされ輝く新緑が美しい 5 月。二十四

節気の一つ「立夏」を過ぎれば暦の上ではもう夏ですが、

本格的な暑さがやってくるのはもう少し先のこと。まだ吹

く風も爽やかで、1 年のうちでも過ごしやすい時期です。

天気の良い日は外でのびのび体を動かしたくなりますね。

新型コロナウイルスの流行が始まってから 3 度目のゴー

ルデンウィーク。昨年、一昨年に比べ少しずつ賑わいは

戻ってきていますが、依然として新規感染者数が高止まり

していることもあり、今年も遠出は控えようかな、と遠方

への旅行などにはまだ慎重な方も少なくないと思います。

心置きなく海外や遠方へ出かけられる日常が早く戻ってき

てくれることを願わずにはいられません。

さて、この春スカイパークに新しい施設が 2 つオープン

しました。園内でのランニングの後、軽く汗を流したり着

替えができる「ランニングステーション」、そして広大な

スカイパークでのサイクリングの幅が広がる 2 か所目のサ

イクルセンターを備えた「東管理棟」です。近場でゴー

ルデンウィークを楽しみたい方、爽やかな気候のこの時

期に外でスポーツ・レジャーを楽しみたい方も、これら

の新たなスポットを活用してみてはいかがでしょうか？

TOY BOX

https://shinshu-skypark.net/
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編集後記

今年は桜の見頃が一瞬でしたね。スカイパークの桜も満開に

なった時に一度見たきりで、次に行くとすでに半分以上散ってい

ました。桜の根元や園路一面に白い花びらが雪のように積もって

いたのが印象的でした。桜を見に行きたいと思っていた松本城や

弘法山にも今年は結局行けずじまい…。来年こそは！ なんて言う

と鬼に笑われてしまいますね。

Instagram Twitter

4（水・祝）
15:00KICK OFF（予定）　2022明治安田生命J3リーグ第8節

　松本山雅FC vs ギラヴァンツ北九州

8（日）
14:00KICK OFF（予定）　第27回長野県サッカー選手権大会

　決勝戦 〔4/24（日）準決勝の勝者〕 vs 松本山雅FC

15（日）
11:00KICK OFF（予定）　第48回北信越フットボールリーグ Div.1

〔第3節〕 アルティスタ浅間 vs JAPAN S.C

21（土）
13:00KICK OFF（予定）　天皇杯JFA第102回全日本サッカー

選手権大会 1回戦　長野県代表 vs 石川県代表　※会場未定

29（日）
12:00KICK OFF（予定）　2022明治安田生命J3リーグ第10節

　松本山雅FC vs FC今治

3（火・祝）

高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2022 長野県リーグ1部 第5節

　  9:30～ 松本国際高等学校 vs 上田西高等学校

　11：40～ 松商学園高等学校 vs AC長野パルセイロU18

7（土）・8（日） 女子北信越U15リーグ セントラル開催

14（土） 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022 第14回北信越リーグ

15（日）
11:00KICK OFF（予定）　第48回北信越フットボールリーグ Div.2

〔第3節〕 アンテロープ塩尻 vs エヌスタイル

22（日）

高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2022 長野県リーグ3部 第6節

　10:00～ 田川高等学校 vs 長野高等学校

　12:00～ 駒ヶ根工業高等学校 vs 岡谷東高等学校

3（火・祝）・4（水・祝） 第46回中信地区陸上競技選手権大会

7（土） 第65回松本市市民スポーツ大会春季大会 陸上競技の部

8（日） 〈アーチェリー〉2022年度長野県国体第2回選考会 兼 5月競射会

13（金）～15（日） 2022年度中信高等学校総合体育大会陸上競技大会

21（土）・22（日） アーリーサマートライアル中信 2022

27（金）～29（日） 第67回長野県高等学校陸上競技対校選手権大会

8（日） 中信サッカーリーグ

3（火・祝） 第64回小・中学生全国空手道選手権大会予選 兼 長野県大会

14（土） 〈ハンドボール〉長野県高等学校体育連盟中信地区大会

22（日） 中信地区バドミントン協会 松本支部バドミントン大会

29（日） 〈ハンドボール〉姉妹都市交流大会

3（火・祝）

高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2022 長野県リーグ3部 第5節

　10:00～ 飯田高等学校 vs 松本美須々ヶ高等学校

　12：00～ 田川高等学校 vs 辰野高等学校

　14:00～ 長野工業高等学校 vs 松商学園高等学校

21（土）

高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2022 長野県リーグ1部 第6節

　  9:30～ 上田西高等学校 vs 松本県ヶ丘高等学校

　11：40～ 松商学園高等学校 vs 長野市立長野高等学校

4（水・祝） 第58回全国社会人サッカー選手権長野県大会 準々決勝

7（土）・8（日） 女子北信越U15リーグ セントラル開催

14（土）・15（日） 女子北信越リーグ

※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。

所長のひとりごと

新年度も始まり、そろそろ新しい環境にも慣れてきた

ころでしょうか。

スカイパークでも、新しい２つの施設が完成し利用が

始まりました。

ターミナルゾーンの『東管理棟』には、キッチン付き

の会議室、講演会やイベントを行うことのできるホール

があり、また、園内を自由に巡ることができる自転車貸

出を行うサイクルセンターも併設しています。

ファミリースポーツの『ランニングステーション』は男

女別の更衣室・シャワー室があり、屋上の展望デッキか

ら滑走路を望むことができます。

ランニングやウオーキングをしたり、広い公園内を自

転車に乗って散策したりしながら、新しいお気に入りの

風景を探してみてはいかがでしょうか？

コロナ感染症対策をおこないながら、公園を楽しんで

頂けたらと思います。

新しい施設を活用していただきより気軽に利用でき、

より快適なスカイパークとなるようスタッフ一同努めます。
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今年は本当にあっと

いう間でした。

３月から暖かい日が

続いたため、昨年ほど

ではないものの、桜の

開花は早まるだろうと

予想されていました。

４月に入るとさらに気温は上昇、松本では 4 月 10 日頃から日中

の最高気温が 25℃を上回る夏日が続き、園内のソメイヨシノも開花

から２～３日でほぼ満開と

なりました。その後は雨な

どで一気に散り、地面は

真っ白に。開花から満開、

そして散るまでがあまりに

目まぐるしく、植

物管理のスタッ

フも驚いてい

ました。見頃が非常に短かったので、訪れるタイミング

を逃してしまったという方も多いかもしれません。できる

事なら来年はもっとゆっくりお花見を楽しみたいですね。

空港入口

馬術場北

陸上競技場入口
アルウィン入口

今井東

空港西

寺家

陸上競技場

やまびこドーム

東管理棟

総合球技場
南管理棟

ランニング
ステーション

信 　 州 　 ま 　 つ 　 も 　 と 　 空 　 港

ファミリースポーツゾーン

ターミナルゾーン

0 200 500m

信州まつもと空港のターミナルに隣接し、やまびこドームを中

心に水辺や林などが広がり、訪れる人の憩いの場となっているター

ミナルゾーン。３年前のちょうど今頃は『信州花フェスタ 2019』

のメイン会場となり、連日大勢の人で賑わっていました。フェア終

了後も再整備が続き、里の水景や親水広場、緑の駐車場など新た

なスポットが次々に誕生しています。この４月には、親水広場を

望む『信州スカイロード 10』のコース沿いに園内第２のレンタサ

イクル拠点となる東管理棟が完成しました。正三角形を基調とし

たモダンな雰囲気の鉄筋コンクリート２階建ての建物は、１階部

分が園内散策用の自転車貸し出しを行うサイクルセンター、２階

には開放的な雰囲気のホー

ルや、電磁調理器付きの

キッチンを備えた会議室な

どがあります。敷地の高低

差を利用して建てられてい

るため、ホールに面した親

水広場側から見ると１階建

てのように見えます。

ファミリースポーツゾーン・南管理棟隣

のサイクルセンターとは空港の滑走路を挟んで反対側、信州スカ

イロード 10 の中間地点に設けられた２番目のサイクルセンターに

は、子ども用～大人用のサイクリング自転車を始め、マウンテン

バイク、タンデム（二人乗り自転車）など合わせて約 60 台がス

タンバイ。涼しい木陰や水辺といった憩いのスポットが多いターミ

ナルゾーンを起点に園内の散策をお楽しみいただけます。

レンタサイクルだけでなく、子どもたちに人気のおもしろ自転

車やバッテリーカー、家族で楽しめるパターゴルフやグラウンドゴ

ルフ、ペタンクなどのニュースポーツのコースやコート、アスレチッ

ク遊具などが充実したファミリースポーツゾーン。ゴールデンウィー

クなどの休日は大勢の家族連れで賑わいます。信州まつもと空港

の滑走路に隣接しており、空港を離着陸する飛行機を間近に見ら

れる人気スポットでもあります。ファミリースポーツゾーン～野と

花のゾーンは広大なス

カイパークの中でも特

に眺めの良いエリア。

遠くにそびえる北アルプ

スの山々や初夏を彩る

花々を楽しみながら散

策できます。

区　分 8:30 ～
　12:00

12:00 ～
　17:00

17:00 ～
　21:30

超過料金
1 時間に

つき

冷暖房
1 時間に

つき
キッチン付き

会議室 800円 1,600円 1,800円 300円 100円

ホール 4,200円 8,400円 9,400円 1,600円 700円

　　レンタサイクル 料金表（東・南 共通）

サイクル
センター

事務所
（受付）

ピロティ

園路

ホール

スロープ

屋根

軒下

キッチン付き
会議室

授乳室
多目的室

種　　類 時　間 料　金
1 時間 300円サイクリング自転車各種

1 台 超過 30 分まで毎に 150円
1 時間 500円2人乗り自転車

（タンデム）1 台 超過 30 分まで毎に 250円
1 時間 500円電動アシスト付き自転車

1 台 超過 30 分まで毎に 250円

ホール

キッチン付き会議室

サイクルセンター

広 大 な 信 州 ス カ イ

パークを 1 周する全長

10 ㎞の周回コース「信

州スカイロード 10」。

同コースでは毎年 3 月

に『春の松本ランニン

グフェスティバル』が

開催されており、比較

的アップダウンが少なく眺めの良いコースでランニングやウォー

キングを楽しむ人は年々増えてきています。

2022 年 4 月 1 日、ファミリースポーツゾーンにオープンした

ランニングステーションは、そんなランナー

の皆さんがより快適にランニングなどを

楽しめるようにと建設された、更衣室・

シャワー室完備の施設です。

信州まつもと空港

の滑走路を望む見晴

らしの良い立地に建て

られたランニングス

テーション。エントラ

ンス左側の階段を上る

と、屋上は目の前に

広々とした景色が広が

る展望デッキになって

います。１本１本高さが微妙に異なる白い柵が柔らかで心地良い

雰囲気を醸し出す展望デッキからは、空港の滑走路を進む飛行機

はもちろん、その背後にそびえる美ヶ原や鉢伏山、高ボッチ山な

どを一望できます。

屋上に並ぶ柵がどこ

か外国の風景を思わせ

る真っ白な建物が目を

引くランニングステー

ション。眺めの良い展

望デッキは人気のフォト

スポットになるかもしれ

ませんね。

ランニングステーション外観 （エントランス側）


