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諏訪で暮らす

◎信州　諏訪湖・八ヶ岳エリアへのアクセス

◎諏訪圏６市町村合同・移住情報ポータルサイト

移住への一歩を踏み出そう！

対象の移住イベントに複数参加すると景品をプレゼント！

令和4年（2022年）8月～11月  移住関連イベント案内
うれしい
特典付！
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移住イベント・移住体験 ★スタンプラリー対象★
【諏訪地域でのイベント・体験】

岡谷市
下諏訪町

諏訪市 茅野市

原村

富士見町

大きく分けて諏訪湖周と八ヶ岳山麓、ふたつのエリアに６つの市町村。

諏訪湖エリア 八ヶ岳エリア
諏訪湖を囲む岡谷市、諏訪市、下諏訪町3
市町のエリア。明治期には岡谷を中心に製
糸業が栄え、戦後は精密機械工業が発達し
た工業地域です。豊富な水と澄んだ空気か
ら「東洋のスイス」として名を馳せました。
田舎過ぎず、必要な生活環境がコンパクト
に揃っているので、程よい田舎暮らしを満
喫できる地域です。

茅野市、富士見町、原村の３市町村に共通
する八ヶ岳の麓に広がる高原の大地。
市街地から少し離れると、高原野菜を中心
とした農地が広く続き、雄大な八ヶ岳や蓼
科の大自然とともにゆったりとした田舎暮
らしを満喫できます。
都心にも近く、気候は爽やか。緑豊かで観
光客にも人気のエリアです。

諏訪湖・八ヶ岳エリアでは、多数の移住関連イベントが開催されています。
この度、イベントが多く開催される８月から11月の移住関連イベントを

種類別に一覧にして掲載しました。
この機会に足を運んでいただき、諏訪地域に興味を持っていただければ幸いです。

みなさまのご参加をお待ちしております。

「移住スタンプラリー」開催！「移住スタンプラリー」開催！

※内容は変更になる可能性があります。  ※景品が無くなり次第終了します。  ※景品は選べません。

掲載している【移住イベント・移住相談】に２回以上参加いただくと、景品をプレゼントします。

スタンプ
押印欄

スタンプ
押印欄

スタンプ
押印欄

スタンプ
押印欄

スタンプ
押印欄プレゼント

お渡し済

スタンプ
押印欄

物件見学ツアー 第４土曜日は空き家の日
空き家見学会＆相談会
地域おこし協力隊が空き家の困りごと
について相談にのります。空き家見学
会では下諏訪にある空き家から見学可
能な物件をピックアップし見学します。

ホシスメバマルシェ
vol.5
「しごと創生拠点施設ホシスメバ」で
年に１度のマルシェを開催。これから
活躍が期待されるお店・作家さん等
を出店者に迎え、新たな繋がりがう
まれるきっかけづくりをします。

森のオフィス Living
森のオフィスに隣接した宿泊棟がオープン
しました。4つの部屋と共用リビング、広々
したウッドデッキ、木に囲まれたキャンプサ
イトも備えた設備です。自然豊かな場所で
富士見の暮らしを体験してみませんか。

森のオフィスおためし利用
コワーキングスペース「富士見 森のオフィ
ス」をおためし利用してみませんか。ワーク
スペースは１日の多くの時間を過ごす場所。
仕事だけでなく、ここで出会う新たなコミュ
ニティーや刺激をぜひ体験してください。

ホシスメバドミトリースペース
【移住体験】

【移住体験】 【移住体験】

下諏訪町に中長期滞在したい方向
けにドミトリースペースの運営を開
始しました。町に移住を検討してい
る方や、二拠点生活を行いたい方な
ど是非お問い合わせください。

下諏訪町
諏訪湖エリア

下諏訪町
諏訪湖エリア

下諏訪町
諏訪湖エリア

茅野市の概要説明・個別相談
を市内の物件を見学しながら
めぐるツアーと一緒に行います。

茅野市
八ヶ岳エリア

富士見町
八ヶ岳エリア

富士見町
八ヶ岳エリア

※見学会を開催する月は事前に協力隊FBページで
　参加者を募集します

ドミトリースペース

◎日　時：  ８月27日（土） 10：00～
10月15日（土） 10：00～

◎主　催：楽園信州ちの協議会
◎問合せ先：  0120-002-144

楽園信州ちの協議会事務局
茅野市移住・交流推進室

◎詳　細：楽園信州ちの協議会の
ホームページをご覧ください

◎日　時：  9月3日（土）
◎会　場：しごと創生拠点施設ホシスメバ

下諏訪町社7001
◎主　催：下諏訪町地域おこし協力隊

移住定住チーム
◎問合せ先：  日常をつなぐひろば ら。shirotori

0266-55-8414（月火定休）

◎日　時：  8月27日（土）、9月24日（土）
10月22日（土）、11月26日（土）

◎場　所：相談会  mee mee center Sumeba
 見学会  下諏訪町内
◎主　催：下諏訪町地域おこし協力隊

移住定住チーム
◎問合せ先：日常をつなぐひろば ら。shirotori

0266-55-8414（月火定休）

※出店者情報などは詳細が決まり次第協力隊FBページにておしらせ

◎入居期間： 1ヶ月以上12ヶ月未満
◎料　　金： 1ヶ月あたり7,000円

共有スペース負担分として別途1,000円をいただきます

◎主　　催： 下諏訪町役場産業振興課
移住定住促進室

◎問合せ先： 0266-27-1111
iju@town.shimosuwa.lg.jp

◎詳　　細： 上記連絡先にお問い合わせください。

◎日　 時： 随時　平日・土曜日
◎主　 催： 富士見 森のオフィス
◎問合せ先： 富士見 森のオフィス

0266-78-8009
◎詳　 細： 料金・ご予約は森のオフィスのHPからお願いします。

◎日　 時： 随時　9時～20時（月～金曜)
10時～17時(土曜)

◎主　 催： 富士見 森のオフィス
◎問合せ先： 富士見 森のオフィス

0266-78-8009
◎詳　 細： 利用料金1,000円で
 1日利用することができます。

信州  諏訪湖・八ヶ岳エリアってどんなところ？

ようこそ！ 信州 諏訪湖・八ヶ岳エリアへ。ようこそ！ 信州 諏訪湖・八ヶ岳エリアへ。

ニッポンの真ん中にある信州のさらに真ん中
大自然に囲まれた6市町村からなる地域です。

★６市町村のそれぞれの景品の中から１つプレゼントします。（なくなり次第終了）

シルクソープ 温泉の素セット 木製スプーン尖石縄文
考古館入場券

諏訪ゆかりの
ぽち袋 エコバッグ

各該当イベントで本パンフレットを提示いただければ、スタンプを押印いたします。
２個目のスタンプ押印時に景品をお渡しします。
スタンプラリーの対象となるイベントには、各イベント欄の右下にスタンプ押印欄を設けています。

うれしい
特典付！

※実施に当たっては、新型コロナウイルス対策を十分に行います。  また、状況により急な変更や中止の可能性もありますので、ご参加の際は必ず主催者にご確認ください。
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押印欄

物件見学ツアー 第４土曜日は空き家の日
空き家見学会＆相談会
地域おこし協力隊が空き家の困りごと
について相談にのります。空き家見学
会では下諏訪にある空き家から見学可
能な物件をピックアップし見学します。

ホシスメバマルシェ
vol.5
「しごと創生拠点施設ホシスメバ」で
年に１度のマルシェを開催。これから
活躍が期待されるお店・作家さん等
を出店者に迎え、新たな繋がりがう
まれるきっかけづくりをします。

森のオフィス Living
森のオフィスに隣接した宿泊棟がオープン
しました。4つの部屋と共用リビング、広々
したウッドデッキ、木に囲まれたキャンプサ
イトも備えた設備です。自然豊かな場所で
富士見の暮らしを体験してみませんか。

森のオフィスおためし利用
コワーキングスペース「富士見 森のオフィ
ス」をおためし利用してみませんか。ワーク
スペースは１日の多くの時間を過ごす場所。
仕事だけでなく、ここで出会う新たなコミュ
ニティーや刺激をぜひ体験してください。

ホシスメバドミトリースペース
【移住体験】

【移住体験】 【移住体験】

下諏訪町に中長期滞在したい方向
けにドミトリースペースの運営を開
始しました。町に移住を検討してい
る方や、二拠点生活を行いたい方な
ど是非お問い合わせください。

下諏訪町
諏訪湖エリア

下諏訪町
諏訪湖エリア

下諏訪町
諏訪湖エリア

茅野市の概要説明・個別相談
を市内の物件を見学しながら
めぐるツアーと一緒に行います。

茅野市
八ヶ岳エリア

富士見町
八ヶ岳エリア

富士見町
八ヶ岳エリア

※見学会を開催する月は事前に協力隊FBページで
　参加者を募集します

ドミトリースペース

◎日　時：  ８月27日（土） 10：00～
10月15日（土） 10：00～

◎主　催：楽園信州ちの協議会
◎問合せ先：  0120-002-144

楽園信州ちの協議会事務局
茅野市移住・交流推進室

◎詳　細：楽園信州ちの協議会の
ホームページをご覧ください

◎日　時：  9月3日（土）
◎会　場：しごと創生拠点施設ホシスメバ

下諏訪町社7001
◎主　催：下諏訪町地域おこし協力隊

移住定住チーム
◎問合せ先：  日常をつなぐひろば ら。shirotori

0266-55-8414（月火定休）

◎日　時：  8月27日（土）、9月24日（土）
10月22日（土）、11月26日（土）

◎場　所：相談会  mee mee center Sumeba
 見学会  下諏訪町内
◎主　催：下諏訪町地域おこし協力隊

移住定住チーム
◎問合せ先：日常をつなぐひろば ら。shirotori

0266-55-8414（月火定休）

※出店者情報などは詳細が決まり次第協力隊FBページにておしらせ

◎入居期間： 1ヶ月以上12ヶ月未満
◎料　　金： 1ヶ月あたり7,000円

共有スペース負担分として別途1,000円をいただきます

◎主　　催： 下諏訪町役場産業振興課
移住定住促進室

◎問合せ先： 0266-27-1111
iju@town.shimosuwa.lg.jp

◎詳　　細： 上記連絡先にお問い合わせください。

◎日　 時： 随時　平日・土曜日
◎主　 催： 富士見 森のオフィス
◎問合せ先： 富士見 森のオフィス

0266-78-8009
◎詳　 細： 料金・ご予約は森のオフィスのHPからお願いします。

◎日　 時： 随時　9時～20時（月～金曜)
10時～17時(土曜)

◎主　 催： 富士見 森のオフィス
◎問合せ先： 富士見 森のオフィス

0266-78-8009
◎詳　 細： 利用料金1,000円で
 1日利用することができます。

信州  諏訪湖・八ヶ岳エリアってどんなところ？

ようこそ！ 信州 諏訪湖・八ヶ岳エリアへ。ようこそ！ 信州 諏訪湖・八ヶ岳エリアへ。

ニッポンの真ん中にある信州のさらに真ん中
大自然に囲まれた6市町村からなる地域です。

★６市町村のそれぞれの景品の中から１つプレゼントします。（なくなり次第終了）

シルクソープ 温泉の素セット 木製スプーン尖石縄文
考古館入場券

諏訪ゆかりの
ぽち袋 エコバッグ

各該当イベントで本パンフレットを提示いただければ、スタンプを押印いたします。
２個目のスタンプ押印時に景品をお渡しします。
スタンプラリーの対象となるイベントには、各イベント欄の右下にスタンプ押印欄を設けています。

うれしい
特典付！

※実施に当たっては、新型コロナウイルス対策を十分に行います。  また、状況により急な変更や中止の可能性もありますので、ご参加の際は必ず主催者にご確認ください。



諏訪湖エリア 諏訪湖エリア

八ヶ岳エリア 諏訪湖エリア

八ヶ岳エリア八ヶ岳エリア

岡谷市 移住相談

茅野市 移住相談

諏訪市 移住相談

下諏訪町 移住相談

富士見町 移住相談 原村 移住相談

令和4年4月に新設した地域創生推進
課内（岡谷市役所3階）に移住相談窓口
を開設しました。岡谷の暮らしやすさ
や働く場所、住まいの情報などをご紹
介いたします。移住に向けたサポー
トを致しますので、お気軽にご相談
ください。

諏訪市役所３階の地域戦略・男女

共同参画課において移住相談に対

応しています。諏訪市内の物件情

報や移住支援制度・子育て情報等、

何でもお気軽にご相談ください。

移住相談を窓口またはオンラインで

行っております。ご希望の方はお名

前、年代、メールアドレス、お住まいの

地域、ご希望の日程（第二候補まで）、

電話番号、ご相談内容をメールまたは

電話でお問い合わせください。

（富士見ウツリスムステーション） （デリ＆カフェ「K」）

(mee mee center Sumeba)

スタンプ
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スタンプ
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押印欄

スタンプ
押印欄

スタンプ
押印欄

スタンプ
押印欄

◎日　時：平日8：30～17：15（電話やオンラインでも可）
◎主　催：岡谷市役所 地域創生推進課
◎問合せ先：岡谷市役所 地域創生推進課

 0266-23-4811
 sousei@city.okaya.lg.jp

◎詳　細：【要予約】
オンライン移住相談をご希望の場合、
事前にメールにてご連絡ください。

◎日　時：平日8：30～17：15
◎主　催：諏訪市役所 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係
◎場　所：諏訪市役所 諏訪市高島1-22-30
◎問合せ先：  0266-52-4141（内線285）
  senryaku@city.suwa.lg.jp

◎詳　細：担当者が不在の場合もございますので
事前にご連絡ください。

◎日　時：平日10：00～16：00、土曜日10：00～12：00（要相談）
◎主　催：茅野市役所 移住・交流推進室
◎場　所：茅野市役所  茅野市塚原二丁目6番1号
◎問合せ先：   0266-72-2101（内線236）

 iju@city.chino.lg.jp

◎詳　細：【要予約】お越しになる際は予約をしてください。
茅野市のホームページをご覧ください。

◎日　時：平日9：00～16：45（祝日除く）
◎主　催：富士見町役場 総務課 企画統計係
◎問合せ先：  富士見ウツリスムステーション

090-1119-9332
◎詳　細：【要予約】相談にお越しになる際は

必ず予約をしてください。

◎日　時： 10：00～15：00（月火定休）
◎主　催：下諏訪町役場 産業振興課 移住定住促進室

下諏訪町 地域おこし協力隊移住定住チーム
◎問合せ先：  mee mee center Sumeba
  0266-78-9110（月火定休）
◎詳　細：【要予約】

オンライン移住相談をご希望の場合、
事前に上記連絡先にご連絡ください。

下諏訪町の御田町商店街にある「mee 

mee center Sumeba」にて移住相談

を受け付けています。下諏訪町の暮ら

しや仕事、空き家などの情報について

地域おこし協力隊がご紹介します。

ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

JR富士見駅舎内にある移住定住相談

室「富士見ウツリスムステーション」。

リラックスした雰囲気の中で移住に関

する相談をお受けしています。富士見

町内の物件情報だけでなく、子育てや

生活していく上での心配事などご相

談いただけます。

八ヶ岳自然文化園内にあるレスト

ラン、デリ＆カフェ「K」で移住相談

ができます。地域おこし協力隊が

原村暮らしについて直接ご相談に

乗ります。

◎日　時：月、水、金　10：00～16：00（不定休有）
◎場　所：レストラン デリ＆カフェ「K」
◎問合せ先：  原村役場 商工観光課 田舎暮らし推進係

0266-75-0669
◎詳　細：地域おこし協力隊が対応いたしますが、

状況によって不在の場合もあります。

おいでや！
田舎暮らしフェア 2022

茅野市  星降る夜の
出張移住相談会

宅建協会諏訪支部
移住・住まいの相談会

ふるさと回帰フェア
2022

信州 諏訪湖・八ヶ岳
わーくわく交流会楽園信州移住セミナー
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押印欄

スタンプ
押印欄

スタンプ
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◎日　時：７月31日（日） 11：00～
◎主　催：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター
◎会　場：OMMビル２階Ａ・Ｂ・Ｃホール

（大阪市中央区大手前1-7-31）
◎問合せ先： 06-4790-3000
◎詳　細：ホームページをご覧ください

◎日　時： 8月20日（土） 13:00～14:00～15:00～
 9月20日（火） 13:00～14:00～15:00～

10月（未定） 13:00～14:00～15:00～
11月（未定） 13:00～14:00～15:00～

◎申込先： 銀座NAGANO ホームページの
お申し込みフォームから

◎問合せ先： 宅建協会諏訪支部
0266-57-0502（平日）

◎日　時： 9月25日（日）
10：00～16：30

◎主　催：認定NPO法人
ふるさと回帰支援センター

◎会　場：東京国際フォーラム
◎詳　細：諏訪地域についての魅力発信・

移住相談に対応します。
◎問合せ先：  ふるさと回帰フェア事務局

03-6273-4415

全国各地の移住担当者と直接相談ができる  関西最大級の
移住マッチングイベント。　のぞいてみよう！  いなか暮らし

茅野市への移住相談を名古屋にて行います

銀座NAGANOにて毎月予約制で開催
諏訪地域への移住・住まい・空き家問題の個別相談会
長野県まで来なくても銀座で「移住と空き家」の情報収集♪

東京国際フォーラムにて開催される ふるさと回帰フェア2022に
諏訪湖周２市１町（岡谷市・諏訪市・下諏訪町）、茅野市、原村が
それぞれ出展します。

諏訪湖・八ヶ岳エリアの
魅力を発信するセミナー
を開催します。

長野県主催の移住セミナーへ
諏訪地域の市町村が参加します。

◎日　時： ８月19日（金）17：00～
◎主　催： 茅野市移住・交流推進室
◎会　場： 久屋中日ビル４階会議室
◎問合せ先：  0266-72-2101（内線236）
　　　　　 iju@city.chino.lg.jp
◎詳　細： 茅野市のホームページを

ご覧ください

東 京東 京

東 京東 京

大 阪 名古屋

移住相談移住イベント 各市町村に設置された相談窓口に気軽に相談してみよう！
★スタンプラリー対象★★スタンプラリー対象★

【諏訪湖・八ヶ岳エリア以外での開催イベント】

◎日　時：11月27日（日）
◎主　催：諏訪圏移住交流推進事業連絡会
◎会　場：銀座NAGANO
◎申込先： ホームページ申し込みフォームから
◎問合せ先：  諏訪圏移住交流推進事業連絡会

0266-57-2901
（平日8：30～17：15）

◎詳　細：「諏訪で暮らす」公式サイトへ
https://www.suwa-life.jp/

◎日　時：9月11日（日）単身移住
 11月6日（日）農あるくらし
◎主　催：長野県

田舎暮らし「楽園信州」推進協議会
認定NPO法人ふるさと回帰支援センター

◎会　場：ふるさと回帰支援センター４階
◎申込先：ふるさと回帰支援センターホームページ
◎問合せ先：田舎暮らし「楽園信州」推進協議会事務局

03-6274-6016（8：30～17：15）
◎公式サイト：https://www.furusatokaiki.net/

※実施に当たっては、新型コロナウイルス対策を十分に行います。  また、状況により急な変更や中止の可能性もありますので、ご参加の際は必ず主催者にご確認ください。 ※実施に当たっては、新型コロナウイルス対策を十分に行います。  また、状況により急な変更や中止の可能性もありますので、ご参加の際は必ず主催者にご確認ください。



諏訪湖エリア 諏訪湖エリア

八ヶ岳エリア 諏訪湖エリア

八ヶ岳エリア八ヶ岳エリア

岡谷市 移住相談

茅野市 移住相談

諏訪市 移住相談

下諏訪町 移住相談

富士見町 移住相談 原村 移住相談

令和4年4月に新設した地域創生推進
課内（岡谷市役所3階）に移住相談窓口
を開設しました。岡谷の暮らしやすさ
や働く場所、住まいの情報などをご紹
介いたします。移住に向けたサポー
トを致しますので、お気軽にご相談
ください。

諏訪市役所３階の地域戦略・男女

共同参画課において移住相談に対

応しています。諏訪市内の物件情

報や移住支援制度・子育て情報等、

何でもお気軽にご相談ください。

移住相談を窓口またはオンラインで

行っております。ご希望の方はお名

前、年代、メールアドレス、お住まいの

地域、ご希望の日程（第二候補まで）、

電話番号、ご相談内容をメールまたは

電話でお問い合わせください。

（富士見ウツリスムステーション） （デリ＆カフェ「K」）

(mee mee center Sumeba)
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◎日　時：平日8：30～17：15（電話やオンラインでも可）
◎主　催：岡谷市役所 地域創生推進課
◎問合せ先：岡谷市役所 地域創生推進課

 0266-23-4811
 sousei@city.okaya.lg.jp

◎詳　細：【要予約】
オンライン移住相談をご希望の場合、
事前にメールにてご連絡ください。

◎日　時：平日8：30～17：15
◎主　催：諏訪市役所 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係
◎場　所：諏訪市役所 諏訪市高島1-22-30
◎問合せ先：  0266-52-4141（内線285）
  senryaku@city.suwa.lg.jp

◎詳　細：担当者が不在の場合もございますので
事前にご連絡ください。

◎日　時：平日10：00～16：00、土曜日10：00～12：00（要相談）
◎主　催：茅野市役所 移住・交流推進室
◎場　所：茅野市役所  茅野市塚原二丁目6番1号
◎問合せ先：   0266-72-2101（内線236）

 iju@city.chino.lg.jp

◎詳　細：【要予約】お越しになる際は予約をしてください。
茅野市のホームページをご覧ください。

◎日　時：平日9：00～16：45（祝日除く）
◎主　催：富士見町役場 総務課 企画統計係
◎問合せ先：  富士見ウツリスムステーション

090-1119-9332
◎詳　細：【要予約】相談にお越しになる際は

必ず予約をしてください。

◎日　時： 10：00～15：00（月火定休）
◎主　催：下諏訪町役場 産業振興課 移住定住促進室

下諏訪町 地域おこし協力隊移住定住チーム
◎問合せ先：  mee mee center Sumeba
  0266-78-9110（月火定休）
◎詳　細：【要予約】

オンライン移住相談をご希望の場合、
事前に上記連絡先にご連絡ください。

下諏訪町の御田町商店街にある「mee 

mee center Sumeba」にて移住相談

を受け付けています。下諏訪町の暮ら

しや仕事、空き家などの情報について

地域おこし協力隊がご紹介します。

ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

JR富士見駅舎内にある移住定住相談

室「富士見ウツリスムステーション」。

リラックスした雰囲気の中で移住に関

する相談をお受けしています。富士見

町内の物件情報だけでなく、子育てや

生活していく上での心配事などご相

談いただけます。

八ヶ岳自然文化園内にあるレスト

ラン、デリ＆カフェ「K」で移住相談

ができます。地域おこし協力隊が

原村暮らしについて直接ご相談に

乗ります。

◎日　時：月、水、金　10：00～16：00（不定休有）
◎場　所：レストラン デリ＆カフェ「K」
◎問合せ先：  原村役場 商工観光課 田舎暮らし推進係

0266-75-0669
◎詳　細：地域おこし協力隊が対応いたしますが、

状況によって不在の場合もあります。

おいでや！
田舎暮らしフェア 2022

茅野市  星降る夜の
出張移住相談会

宅建協会諏訪支部
移住・住まいの相談会

ふるさと回帰フェア
2022

信州 諏訪湖・八ヶ岳
わーくわく交流会楽園信州移住セミナー

スタンプ
押印欄

スタンプ
押印欄

スタンプ
押印欄

スタンプ
押印欄

スタンプ
押印欄

スタンプ
押印欄

◎日　時：７月31日（日） 11：00～
◎主　催：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター
◎会　場：OMMビル２階Ａ・Ｂ・Ｃホール

（大阪市中央区大手前1-7-31）
◎問合せ先： 06-4790-3000
◎詳　細：ホームページをご覧ください

◎日　時： 8月20日（土） 13:00～14:00～15:00～
 9月20日（火） 13:00～14:00～15:00～

10月（未定） 13:00～14:00～15:00～
11月（未定） 13:00～14:00～15:00～

◎申込先： 銀座NAGANO ホームページの
お申し込みフォームから

◎問合せ先： 宅建協会諏訪支部
0266-57-0502（平日）

◎日　時： 9月25日（日）
10：00～16：30

◎主　催：認定NPO法人
ふるさと回帰支援センター

◎会　場：東京国際フォーラム
◎詳　細：諏訪地域についての魅力発信・

移住相談に対応します。
◎問合せ先：  ふるさと回帰フェア事務局

03-6273-4415

全国各地の移住担当者と直接相談ができる  関西最大級の
移住マッチングイベント。　のぞいてみよう！  いなか暮らし

茅野市への移住相談を名古屋にて行います

銀座NAGANOにて毎月予約制で開催
諏訪地域への移住・住まい・空き家問題の個別相談会
長野県まで来なくても銀座で「移住と空き家」の情報収集♪

東京国際フォーラムにて開催される ふるさと回帰フェア2022に
諏訪湖周２市１町（岡谷市・諏訪市・下諏訪町）、茅野市、原村が
それぞれ出展します。

諏訪湖・八ヶ岳エリアの
魅力を発信するセミナー
を開催します。

長野県主催の移住セミナーへ
諏訪地域の市町村が参加します。

◎日　時： ８月19日（金）17：00～
◎主　催： 茅野市移住・交流推進室
◎会　場： 久屋中日ビル４階会議室
◎問合せ先：  0266-72-2101（内線236）
　　　　　 iju@city.chino.lg.jp
◎詳　細： 茅野市のホームページを

ご覧ください

東 京東 京

東 京東 京

大 阪 名古屋

移住相談移住イベント 各市町村に設置された相談窓口に気軽に相談してみよう！
★スタンプラリー対象★★スタンプラリー対象★

【諏訪湖・八ヶ岳エリア以外での開催イベント】

◎日　時：11月27日（日）
◎主　催：諏訪圏移住交流推進事業連絡会
◎会　場：銀座NAGANO
◎申込先： ホームページ申し込みフォームから
◎問合せ先：  諏訪圏移住交流推進事業連絡会

0266-57-2901
（平日8：30～17：15）

◎詳　細：「諏訪で暮らす」公式サイトへ
https://www.suwa-life.jp/

◎日　時：9月11日（日）単身移住
 11月6日（日）農あるくらし
◎主　催：長野県

田舎暮らし「楽園信州」推進協議会
認定NPO法人ふるさと回帰支援センター

◎会　場：ふるさと回帰支援センター４階
◎申込先：ふるさと回帰支援センターホームページ
◎問合せ先：田舎暮らし「楽園信州」推進協議会事務局

03-6274-6016（8：30～17：15）
◎公式サイト：https://www.furusatokaiki.net/

※実施に当たっては、新型コロナウイルス対策を十分に行います。  また、状況により急な変更や中止の可能性もありますので、ご参加の際は必ず主催者にご確認ください。 ※実施に当たっては、新型コロナウイルス対策を十分に行います。  また、状況により急な変更や中止の可能性もありますので、ご参加の際は必ず主催者にご確認ください。



新鮮な野菜やこだわりのお菓子、食品、一点物のクラフトな
ど、バラエティに富んだお店が並び、ファンの多い朝市です。

岡谷市で、週末などの余暇を利用し、100％シルクを使った
機織り体験に参加してみませんか。　※事前申し込み必要

新鮮農産物販売、シルク関連商品販売、子ども向け体験イベ
ント、キッチンカー等が来る楽しいイベントです。

オンライン会場ページ内に諏訪市のページを公開し、市の
魅力やアウトドア情報・観光情報などのおすすめ情報を発
信します。

岡谷市

下諏訪町

諏訪市

諏訪市

原　村 原　村

富士見町

原　村

諏訪地域全般

諏訪地域全般

諏訪地域全般

原村高原朝市

営業時間

諏訪湖祭実行委員会

期　間 月　　日 土 日7　30 月　　日9　17

7　28

月　　日8　21～

場　所

目の前に広がる雄大な高原を眺めながらいただく厚切りトース
トと落としたてのサイフォンコーヒー。
標高1,600ｍの高原でぜいたくな朝食を体験できます。要予約。

諏訪市 霧ヶ峰で朝食を。

小津監督が一貫して描き続けた「家族」をテーマに「小津」の精神を念頭に
置きながら珠玉の映画上映、ゲストによる舞台トークを繰り広げます。

茅野市モンベル フレンドフェア
（オンライン）

シルクストール機織り体験

岡谷市 オープンエアマーケット

1日10分間、約500発の花火を打ち上げます。四方の山々に反響
する花火の音も楽しめます。公式YouTubeチャンネル「諏訪湖の
花火」でのライブ配信も予定しています。

諏訪市

諏訪市

第74回 諏訪湖祭
湖上花火 The Legacy

諏訪湖・八ヶ岳星降る縄文
インスタ投稿キャンペーン

主　催

主　催

高原朝市の会

20：30～20：40

6：30～8：00

原村第1ペンションビレッジ「イベント・朝市広場」

場　所 諏訪湖畔

問合せ先

日　時 ～月　日 月 月8   1 月　　日8　15

主　催

日　時

場　所

料　金

営業時間

主　催

月　日 金 金7　1 月　　日9　30～ （8/10～8/16 は除外日）

開場19：00／上映20：00

ころぼっくるひゅって

諏訪魅力UP委員会￥1,500（税込）

8：00～11：00

問合せ先 ころぼっくるひゅって　 0266-58-0573

0266-52-4141

星空の映画祭実行委員会

場　所 八ヶ岳自然文化園 野外ステージ

問合せ先

日　時 ～月　日 日 火8   7 月　　日8　16

主　催 0266-74-2681

きぬのふるさと岡谷絹工房場　所

問合せ先

日　時 ・月　日 土 土10   8 月　　日11　26

日　時 土月　　日9　17 土月　 日10  15 土月　 日11  19

主　催 0266-23-3489

問合せ先 0266-23-4811

サマーナイト花火実行委員会

夏の諏訪湖は毎日花火が上がります。花火を観覧する諏訪湖畔公園
には有料桟敷席を設置せず、フリースペースとなりますので、お気に
入りの場所で花火をお楽しみいただけます。

諏訪市 諏訪湖サマーナイト花火

20：30～20：40

10：00～16：00

期間中の火・土・日9：30～16：00
フリーパス制度

はんはばおび

※9：00～10：30

場　所 諏訪湖畔 詳　細 有料桟敷席はありません

詳　細 有料桟敷席はありません

詳　細 有料桟敷席はありません

問合せ先

日　時

月　　日 土

～火 土8   16

8   20

月　　日月　　日 8　27

～土 日9   17 月　　日月　   日 9　25

主　催 0266-52-7155

諏訪地域6市町村にある縄文文化ゆかりの博物館等でスタンプラリ
ーを実施します。各館の特設ブースを撮影し、インスタグラムに投稿
した画面を係員に見せるとスタンプがもらえ、３館分のスタンプを
集めた方にオリジナルサコッシュをプレゼントします。

岡谷市の諏訪湖畔から花火を打ち上げます。
お盆のラストを彩る湖上の花火をお楽しみください。

岡谷市 岡谷市

岡谷市

岡谷市 岡谷市

岡谷花火まつり

主　催

主　催

の博物館開館日

（予定）

諏訪地域振興局 企画振興課 詳細 記念品はなくなり次第終了

詳細 事前申し込みが必要です

問合せ先

日　時 ～

～

土 日8   6 月　日月　 日 11  6

0266-57-2901（内線2317）

諏訪地域振興局 商工観光課 詳細 9月にHPにてお知らせ予定

問合せ先

日　時 ～木 水9   1 月 　 日月　 日 11  30

0266-57-2955 主　催

詳　細

諏訪市
地域戦略・男女共同参画課

申込受付：7月4日～8月31日（定員になり次第終了）

問合せ先

日　時 ～木 月9   1 月 　 日月　 日 10  31

0266-52-4141（内線288）

～木10   13月　 日 土10   15月　 日

月　 日

岡谷湖畔公園

岡谷花火まつり実行委員会 問合せ先

日　時 火8   16月　　日
場　所

0266-23-2345

株式会社モンベル

諏訪市役所 
地域戦略・男女共同参画課

～18：00 18：00

19：30～

主　催

岡谷市内

岡谷市観光協会 問合せ先

日　時 日10   30月　　日
場　所

0266-23-4854

下諏訪町 三角八丁エリア日　時 祝11   3月 　日 場　所

0266-26-2102（下諏訪観光協会）

問合せ先 0266-27-1111（下諏訪町産業振興課観光係）

主　催

講座により実施日が異なります。HPをご確認ください。

富士見 森のオフィス

富士見 森のオフィス

日　時

場　所

詳細 事前WEB来場者登録が必須です

主　催

諏訪湖イベントホール

諏訪圏工業メッセ
　　2022実行委員会 問合せ先

日　時

場　所

0266-54-2588

～金 日

主　催

八ヶ岳自然文化園

問合せ先

日　時

場　所

0266-74-2681

問合せ先 0266-78-8009

～土10   1月　 日 日11  27

主　催

諏訪地域社寺25箇所、諏訪市博物館、下諏訪町立諏訪湖博物館

日　時

場　所

出早公園

（岡谷市観光協会）問合せ先

日　時 10   27月　　日 木 木11   10月　　日
場　所

0266-23-4854

主　催

茅野市民館、新星劇場、無藝荘

「小津安二郎記念・蓼科高原映画祭」実行委員会 問合せ先

日　時

場　所

0266-72-2101問合せ先

日　時 月　  日 木 木月　日8　4
主　催

0266-52-4141（内線285）

岡谷市中央町1-13-17 旧山一林組製糸事務所内（駐車場有）

岡谷蚕糸博物館マルベリー広場　岡谷市郷田1-4-8場　所

岡谷市ブランド推進室

きぬのふるさと岡谷絹工房場　所

問合せ先

日　時 ・土 日月　 日10　9

月　 日10　7 月　 日10　9

主　催 0266-23-3489

岡谷市中央町1-13-17 旧山一林組製糸事務所内（駐車場有）

岡谷市ブランド推進室

月　 日9　3
きぬのふるさと岡谷絹工房場　所

問合せ先

日　時 ～土 土月　 日11　5

主　催 0266-23-3489

岡谷市中央町1-13-17 旧山一林組製糸事務所内（駐車場有）

岡谷市ブランド推進室

八ヶ岳クラフト市実行委員会

諏訪神仏プロジェクト実行委員会

主　催 岡谷市農林水産課

その他の 「諏訪湖・八ヶ岳エリア」 イベント
令和４年 8月～11月 

実施に当たっては、新型コロナウイルス対策を十分に行います。
また、状況により急な変更や中止の可能性もありますので、ご参加の際は必ず主催者にご確認ください。

第25回小津安二郎記念
蓼科高原映画祭

星空の映画祭

期間中に各自で諏訪湖周等でウォーキングを行っていただくイベ
ント。参加者にはすわっこランドの入館券やオリジナルタオル他参
加賞を贈呈（先着600名）。また、記録用紙を2ヶ月分提出していた
だいた方の中から抽選で賞品を贈呈。

諏訪湖・八ヶ岳
サイクルフォトラリー

サイクリングルート上のフォトスポットで撮影した写真をイン
スタグラムに投稿＆アンケートにご回答いただいた方の中か
ら抽選で、地元特産品を贈呈いたします！

半幅帯機織り体験
岡谷市で週末などの余暇を利用し、100％シルクを使った半幅
帯機織り体験に参加してみませんか。　※事前申し込み必要

草木染体験
岡谷市で、週末などの余暇を利用し、シルク100％のストール
の草木染体験に参加してみませんか。　※事前申し込み必要

諏訪信仰と仏たち
～諏訪上下社神宮寺由来仏像一斉公開～

諏訪社神宮寺由来の仏像等の一斉公開
社寺・博物館等における特別公開展の実施

八ヶ岳クラフト市
　　《みのりの秋の市》

年に2回、八ヶ岳自然文化園で開催されるクラフト市。
100以上のクラフト作家が出展し毎年賑わいます。

諏訪圏工業メッセ2022
地方では国内最大級の工業専門展示会であり、
諏訪圏の企業研究には最適です。

出早公園もみじ祭り

森の教室

出早公園の楓の美貌は古くから知られており、
モミジの名所となっております。

森のオフィスに集う人々が持つ、多彩な知恵・スキルを元に
みんなで創り上げていく講座プログラムです。
※要申し込み

第3回
岡谷市サイクリングツアー

e-バイク（電動アシスト付自転車）に乗って魅力ある場所や
グルメ、景色を楽しむサイクルツーリズムを実施します。

ぶらりしもすわ三角八丁
諏訪大社下社春宮・秋宮・大灯籠を結んでできる「三角八丁エリア」で開催
されるまち歩きイベントです。下諏訪の食を集めた「うまいもん市」の他、
町内外の団体が物販、フリーマーケット、演奏、展示、体験などを行います。

八ヶ岳のふもとで開催される野外映画祭。
野外映画館としては標高日本一。　※前売り券のみ

諏訪湖DEウォーク

【スタンプラリー対象外】



新鮮な野菜やこだわりのお菓子、食品、一点物のクラフトな
ど、バラエティに富んだお店が並び、ファンの多い朝市です。

岡谷市で、週末などの余暇を利用し、100％シルクを使った
機織り体験に参加してみませんか。　※事前申し込み必要

新鮮農産物販売、シルク関連商品販売、子ども向け体験イベ
ント、キッチンカー等が来る楽しいイベントです。

オンライン会場ページ内に諏訪市のページを公開し、市の
魅力やアウトドア情報・観光情報などのおすすめ情報を発
信します。
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原　村 原　村

富士見町

原　村

諏訪地域全般

諏訪地域全般

諏訪地域全般

原村高原朝市

営業時間

諏訪湖祭実行委員会

期　間 月　　日 土 日7　30 月　　日9　17

7　28

月　　日8　21～

場　所

目の前に広がる雄大な高原を眺めながらいただく厚切りトース
トと落としたてのサイフォンコーヒー。
標高1,600ｍの高原でぜいたくな朝食を体験できます。要予約。

諏訪市 霧ヶ峰で朝食を。

小津監督が一貫して描き続けた「家族」をテーマに「小津」の精神を念頭に
置きながら珠玉の映画上映、ゲストによる舞台トークを繰り広げます。

茅野市モンベル フレンドフェア
（オンライン）

シルクストール機織り体験

岡谷市 オープンエアマーケット

1日10分間、約500発の花火を打ち上げます。四方の山々に反響
する花火の音も楽しめます。公式YouTubeチャンネル「諏訪湖の
花火」でのライブ配信も予定しています。

諏訪市

諏訪市

第74回 諏訪湖祭
湖上花火 The Legacy

諏訪湖・八ヶ岳星降る縄文
インスタ投稿キャンペーン

主　催

主　催

高原朝市の会

20：30～20：40

6：30～8：00

原村第1ペンションビレッジ「イベント・朝市広場」

場　所 諏訪湖畔

問合せ先

日　時 ～月　日 月 月8   1 月　　日8　15

主　催

日　時

場　所

料　金

営業時間

主　催

月　日 金 金7　1 月　　日9　30～ （8/10～8/16 は除外日）

開場19：00／上映20：00

ころぼっくるひゅって

諏訪魅力UP委員会￥1,500（税込）

8：00～11：00

問合せ先 ころぼっくるひゅって　 0266-58-0573

0266-52-4141

星空の映画祭実行委員会

場　所 八ヶ岳自然文化園 野外ステージ

問合せ先

日　時 ～月　日 日 火8   7 月　　日8　16

主　催 0266-74-2681

きぬのふるさと岡谷絹工房場　所

問合せ先

日　時 ・月　日 土 土10   8 月　　日11　26

日　時 土月　　日9　17 土月　 日10  15 土月　 日11  19

主　催 0266-23-3489

問合せ先 0266-23-4811

サマーナイト花火実行委員会

夏の諏訪湖は毎日花火が上がります。花火を観覧する諏訪湖畔公園
には有料桟敷席を設置せず、フリースペースとなりますので、お気に
入りの場所で花火をお楽しみいただけます。

諏訪市 諏訪湖サマーナイト花火

20：30～20：40

10：00～16：00

期間中の火・土・日9：30～16：00
フリーパス制度

はんはばおび

※9：00～10：30

場　所 諏訪湖畔 詳　細 有料桟敷席はありません

詳　細 有料桟敷席はありません

詳　細 有料桟敷席はありません

問合せ先

日　時

月　　日 土

～火 土8   16

8   20

月　　日月　　日 8　27

～土 日9   17 月　　日月　   日 9　25

主　催 0266-52-7155

諏訪地域6市町村にある縄文文化ゆかりの博物館等でスタンプラリ
ーを実施します。各館の特設ブースを撮影し、インスタグラムに投稿
した画面を係員に見せるとスタンプがもらえ、３館分のスタンプを
集めた方にオリジナルサコッシュをプレゼントします。

岡谷市の諏訪湖畔から花火を打ち上げます。
お盆のラストを彩る湖上の花火をお楽しみください。

岡谷市 岡谷市

岡谷市

岡谷市 岡谷市

岡谷花火まつり

主　催

主　催

の博物館開館日

（予定）

諏訪地域振興局 企画振興課 詳細 記念品はなくなり次第終了

詳細 事前申し込みが必要です

問合せ先

日　時 ～

～

土 日8   6 月　日月　 日 11  6

0266-57-2901（内線2317）

諏訪地域振興局 商工観光課 詳細 9月にHPにてお知らせ予定

問合せ先

日　時 ～木 水9   1 月 　 日月　 日 11  30

0266-57-2955 主　催

詳　細

諏訪市
地域戦略・男女共同参画課

申込受付：7月4日～8月31日（定員になり次第終了）

問合せ先

日　時 ～木 月9   1 月 　 日月　 日 10  31

0266-52-4141（内線288）

～木10   13月　 日 土10   15月　 日

月　 日

岡谷湖畔公園

岡谷花火まつり実行委員会 問合せ先

日　時 火8   16月　　日
場　所

0266-23-2345

株式会社モンベル

諏訪市役所 
地域戦略・男女共同参画課

～18：00 18：00

19：30～

主　催

岡谷市内

岡谷市観光協会 問合せ先

日　時 日10   30月　　日
場　所

0266-23-4854

下諏訪町 三角八丁エリア日　時 祝11   3月 　日 場　所

0266-26-2102（下諏訪観光協会）

問合せ先 0266-27-1111（下諏訪町産業振興課観光係）

主　催

講座により実施日が異なります。HPをご確認ください。

富士見 森のオフィス

富士見 森のオフィス

日　時

場　所

詳細 事前WEB来場者登録が必須です

主　催

諏訪湖イベントホール

諏訪圏工業メッセ
　　2022実行委員会 問合せ先

日　時

場　所

0266-54-2588

～金 日

主　催

八ヶ岳自然文化園

問合せ先

日　時

場　所

0266-74-2681

問合せ先 0266-78-8009

～土10   1月　 日 日11  27

主　催

諏訪地域社寺25箇所、諏訪市博物館、下諏訪町立諏訪湖博物館

日　時

場　所

出早公園

（岡谷市観光協会）問合せ先

日　時 10   27月　　日 木 木11   10月　　日
場　所

0266-23-4854

主　催

茅野市民館、新星劇場、無藝荘

「小津安二郎記念・蓼科高原映画祭」実行委員会 問合せ先

日　時

場　所

0266-72-2101問合せ先

日　時 月　  日 木 木月　日8　4
主　催

0266-52-4141（内線285）

岡谷市中央町1-13-17 旧山一林組製糸事務所内（駐車場有）

岡谷蚕糸博物館マルベリー広場　岡谷市郷田1-4-8場　所

岡谷市ブランド推進室

きぬのふるさと岡谷絹工房場　所

問合せ先

日　時 ・土 日月　 日10　9

月　 日10　7 月　 日10　9

主　催 0266-23-3489

岡谷市中央町1-13-17 旧山一林組製糸事務所内（駐車場有）

岡谷市ブランド推進室

月　 日9　3
きぬのふるさと岡谷絹工房場　所

問合せ先

日　時 ～土 土月　 日11　5

主　催 0266-23-3489

岡谷市中央町1-13-17 旧山一林組製糸事務所内（駐車場有）

岡谷市ブランド推進室

八ヶ岳クラフト市実行委員会

諏訪神仏プロジェクト実行委員会

主　催 岡谷市農林水産課

その他の 「諏訪湖・八ヶ岳エリア」 イベント
令和４年 8月～11月 

実施に当たっては、新型コロナウイルス対策を十分に行います。
また、状況により急な変更や中止の可能性もありますので、ご参加の際は必ず主催者にご確認ください。

第25回小津安二郎記念
蓼科高原映画祭

星空の映画祭

期間中に各自で諏訪湖周等でウォーキングを行っていただくイベ
ント。参加者にはすわっこランドの入館券やオリジナルタオル他参
加賞を贈呈（先着600名）。また、記録用紙を2ヶ月分提出していた
だいた方の中から抽選で賞品を贈呈。

諏訪湖・八ヶ岳
サイクルフォトラリー

サイクリングルート上のフォトスポットで撮影した写真をイン
スタグラムに投稿＆アンケートにご回答いただいた方の中か
ら抽選で、地元特産品を贈呈いたします！

半幅帯機織り体験
岡谷市で週末などの余暇を利用し、100％シルクを使った半幅
帯機織り体験に参加してみませんか。　※事前申し込み必要

草木染体験
岡谷市で、週末などの余暇を利用し、シルク100％のストール
の草木染体験に参加してみませんか。　※事前申し込み必要

諏訪信仰と仏たち
～諏訪上下社神宮寺由来仏像一斉公開～

諏訪社神宮寺由来の仏像等の一斉公開
社寺・博物館等における特別公開展の実施

八ヶ岳クラフト市
　　《みのりの秋の市》

年に2回、八ヶ岳自然文化園で開催されるクラフト市。
100以上のクラフト作家が出展し毎年賑わいます。

諏訪圏工業メッセ2022
地方では国内最大級の工業専門展示会であり、
諏訪圏の企業研究には最適です。

出早公園もみじ祭り

森の教室

出早公園の楓の美貌は古くから知られており、
モミジの名所となっております。

森のオフィスに集う人々が持つ、多彩な知恵・スキルを元に
みんなで創り上げていく講座プログラムです。
※要申し込み

第3回
岡谷市サイクリングツアー

e-バイク（電動アシスト付自転車）に乗って魅力ある場所や
グルメ、景色を楽しむサイクルツーリズムを実施します。

ぶらりしもすわ三角八丁
諏訪大社下社春宮・秋宮・大灯籠を結んでできる「三角八丁エリア」で開催
されるまち歩きイベントです。下諏訪の食を集めた「うまいもん市」の他、
町内外の団体が物販、フリーマーケット、演奏、展示、体験などを行います。

八ヶ岳のふもとで開催される野外映画祭。
野外映画館としては標高日本一。　※前売り券のみ

諏訪湖DEウォーク

【スタンプラリー対象外】

新鮮な野菜やこだわりのお菓子、食品、一点物のクラフトな
ど、バラエティに富んだお店が並び、ファンの多い朝市です。

岡谷市で、週末などの余暇を利用し、100％シルクを使った
機織り体験に参加してみませんか。　※事前申し込み必要

新鮮農産物販売、シルク関連商品販売、子ども向け体験イベ
ント、キッチンカー等が来る楽しいイベントです。

オンライン会場ページ内に諏訪市のページを公開し、市の
魅力やアウトドア情報・観光情報などのおすすめ情報を発
信します。

岡谷市

下諏訪町

諏訪市

諏訪市

原　村 原　村

富士見町

原　村

諏訪地域全般

諏訪地域全般

諏訪地域全般

原村高原朝市

営業時間

諏訪湖祭実行委員会

期　間 月　　日 土 日7　30 月　　日9　17

7　28

月　　日8　21～

場　所

目の前に広がる雄大な高原を眺めながらいただく厚切りトース
トと落としたてのサイフォンコーヒー。
標高1,600ｍの高原でぜいたくな朝食を体験できます。要予約。

諏訪市 霧ヶ峰で朝食を。

小津監督が一貫して描き続けた「家族」をテーマに「小津」の精神を念頭に
置きながら珠玉の映画上映、ゲストによる舞台トークを繰り広げます。

茅野市モンベル フレンドフェア
（オンライン）

シルクストール機織り体験

岡谷市 オープンエアマーケット

1日10分間、約500発の花火を打ち上げます。四方の山々に反響
する花火の音も楽しめます。公式YouTubeチャンネル「諏訪湖の
花火」でのライブ配信も予定しています。

諏訪市

諏訪市

第74回 諏訪湖祭
湖上花火 The Legacy

諏訪湖・八ヶ岳星降る縄文
インスタ投稿キャンペーン

主　催

主　催

高原朝市の会

20：30～20：40

6：30～8：00

原村第1ペンションビレッジ「イベント・朝市広場」

場　所 諏訪湖畔

問合せ先

日　時 ～月　日 月 月8   1 月　　日8　15

主　催

日　時

場　所

料　金

営業時間

主　催

月　日 金 金7　1 月　　日9　30～ （8/10～8/16 は除外日）

開場19：00／上映20：00

ころぼっくるひゅって

諏訪魅力UP委員会￥1,500（税込）

8：00～11：00

問合せ先 ころぼっくるひゅって　 0266-58-0573

0266-52-4141

星空の映画祭実行委員会

場　所 八ヶ岳自然文化園 野外ステージ

問合せ先

日　時 ～月　日 日 火8   7 月　　日8　16

主　催 0266-74-2681

きぬのふるさと岡谷絹工房場　所

問合せ先

日　時 ・月　日 土 土10   8 月　　日11　26

日　時 土月　　日9　17 土月　 日10  15 土月　 日11  19

主　催 0266-23-3489

問合せ先 0266-23-4811

サマーナイト花火実行委員会

夏の諏訪湖は毎日花火が上がります。花火を観覧する諏訪湖畔公園
には有料桟敷席を設置せず、フリースペースとなりますので、お気に
入りの場所で花火をお楽しみいただけます。

諏訪市 諏訪湖サマーナイト花火

20：30～20：40

10：00～16：00

期間中の火・土・日9：30～16：00
フリーパス制度

はんはばおび

※9：00～10：30

場　所 諏訪湖畔 詳　細 有料桟敷席はありません

詳　細 有料桟敷席はありません

詳　細 有料桟敷席はありません

問合せ先

日　時

月　　日 土

～火 土8   16

8   20

月　　日月　　日 8　27

～土 日9   17 月　　日月　   日 9　25

主　催 0266-52-7155

諏訪地域6市町村にある縄文文化ゆかりの博物館等でスタンプラリ
ーを実施します。各館の特設ブースを撮影し、インスタグラムに投稿
した画面を係員に見せるとスタンプがもらえ、３館分のスタンプを
集めた方にオリジナルサコッシュをプレゼントします。

岡谷市の諏訪湖畔から花火を打ち上げます。
お盆のラストを彩る湖上の花火をお楽しみください。

岡谷市 岡谷市

岡谷市

岡谷市 岡谷市

岡谷花火まつり

主　催

主　催

の博物館開館日

（予定）

諏訪地域振興局 企画振興課 詳細 記念品はなくなり次第終了

詳細 事前申し込みが必要です

問合せ先

日　時 ～

～

土 日8   6 月　日月　 日 11  6

0266-57-2901（内線2317）

諏訪地域振興局 商工観光課 詳細 9月にHPにてお知らせ予定

問合せ先

日　時 ～木 水9   1 月 　 日月　 日 11  30

0266-57-2955 主　催

詳　細

諏訪市
地域戦略・男女共同参画課

申込受付：7月4日～8月31日（定員になり次第終了）

問合せ先

日　時 ～木 月9   1 月 　 日月　 日 10  31

0266-52-4141（内線288）

～木10   13月　 日 土10   15月　 日

月　 日

岡谷湖畔公園

岡谷花火まつり実行委員会 問合せ先

日　時 火8   16月　　日
場　所

0266-23-2345

株式会社モンベル

諏訪市役所 
地域戦略・男女共同参画課

～18：00 18：00

19：30～

主　催

岡谷市内

岡谷市観光協会 問合せ先

日　時 日10   30月　　日
場　所

0266-23-4854

下諏訪町 三角八丁エリア日　時 祝11   3月 　日 場　所

0266-26-2102（下諏訪観光協会）

問合せ先 0266-27-1111（下諏訪町産業振興課観光係）

主　催

講座により実施日が異なります。HPをご確認ください。

富士見 森のオフィス

富士見 森のオフィス

日　時

場　所

詳細 事前WEB来場者登録が必須です

主　催

諏訪湖イベントホール

諏訪圏工業メッセ
　　2022実行委員会 問合せ先

日　時

場　所

0266-54-2588

～金 日

主　催

八ヶ岳自然文化園

問合せ先

日　時

場　所

0266-74-2681

問合せ先 0266-78-8009

～土10   1月　 日 日11  27

主　催

諏訪地域社寺25箇所、諏訪市博物館、下諏訪町立諏訪湖博物館

日　時

場　所

出早公園

（岡谷市観光協会）問合せ先

日　時 10   27月　　日 木 木11   10月　　日
場　所

0266-23-4854

主　催

茅野市民館、新星劇場、無藝荘

「小津安二郎記念・蓼科高原映画祭」実行委員会 問合せ先

日　時

場　所

0266-72-2101問合せ先

日　時 月　  日 木 木月　日8　4
主　催

0266-52-4141（内線285）

岡谷市中央町1-13-17 旧山一林組製糸事務所内（駐車場有）

岡谷蚕糸博物館マルベリー広場　岡谷市郷田1-4-8場　所

岡谷市ブランド推進室

きぬのふるさと岡谷絹工房場　所

問合せ先

日　時 ・土 日月　 日10　9

月　 日10　7 月　 日10　9

主　催 0266-23-3489

岡谷市中央町1-13-17 旧山一林組製糸事務所内（駐車場有）

岡谷市ブランド推進室

月　 日9　3
きぬのふるさと岡谷絹工房場　所

問合せ先

日　時 ～土 土月　 日11　5

主　催 0266-23-3489

岡谷市中央町1-13-17 旧山一林組製糸事務所内（駐車場有）

岡谷市ブランド推進室

八ヶ岳クラフト市実行委員会

諏訪神仏プロジェクト実行委員会

主　催 岡谷市農林水産課

その他の 「諏訪湖・八ヶ岳エリア」 イベント
令和４年 8月～11月 

実施に当たっては、新型コロナウイルス対策を十分に行います。
また、状況により急な変更や中止の可能性もありますので、ご参加の際は必ず主催者にご確認ください。

第25回小津安二郎記念
蓼科高原映画祭

星空の映画祭

期間中に各自で諏訪湖周等でウォーキングを行っていただくイベ
ント。参加者にはすわっこランドの入館券やオリジナルタオル他参
加賞を贈呈（先着600名）。また、記録用紙を2ヶ月分提出していた
だいた方の中から抽選で賞品を贈呈。

諏訪湖・八ヶ岳
サイクルフォトラリー

サイクリングルート上のフォトスポットで撮影した写真をイン
スタグラムに投稿＆アンケートにご回答いただいた方の中か
ら抽選で、地元特産品を贈呈いたします！

半幅帯機織り体験
岡谷市で週末などの余暇を利用し、100％シルクを使った半幅
帯機織り体験に参加してみませんか。　※事前申し込み必要

草木染体験
岡谷市で、週末などの余暇を利用し、シルク100％のストール
の草木染体験に参加してみませんか。　※事前申し込み必要

諏訪信仰と仏たち
～諏訪上下社神宮寺由来仏像一斉公開～

諏訪社神宮寺由来の仏像等の一斉公開
社寺・博物館等における特別公開展の実施

八ヶ岳クラフト市
　　《みのりの秋の市》

年に2回、八ヶ岳自然文化園で開催されるクラフト市。
100以上のクラフト作家が出展し毎年賑わいます。

諏訪圏工業メッセ2022
地方では国内最大級の工業専門展示会であり、
諏訪圏の企業研究には最適です。

出早公園もみじ祭り

森の教室

出早公園の楓の美貌は古くから知られており、
モミジの名所となっております。

森のオフィスに集う人々が持つ、多彩な知恵・スキルを元に
みんなで創り上げていく講座プログラムです。
※要申し込み

第3回
岡谷市サイクリングツアー

e-バイク（電動アシスト付自転車）に乗って魅力ある場所や
グルメ、景色を楽しむサイクルツーリズムを実施します。

ぶらりしもすわ三角八丁
諏訪大社下社春宮・秋宮・大灯籠を結んでできる「三角八丁エリア」で開催
されるまち歩きイベントです。下諏訪の食を集めた「うまいもん市」の他、
町内外の団体が物販、フリーマーケット、演奏、展示、体験などを行います。

八ヶ岳のふもとで開催される野外映画祭。
野外映画館としては標高日本一。　※前売り券のみ

諏訪湖DEウォーク

【スタンプラリー対象外】



岡谷市

下諏訪町

諏訪市
茅野市

原村

富士見町

諏訪湖・八ヶ岳エリア

2022.07.2000

長野県宅地建物取引業協会諏訪支部
公益社団法人

https://www.suwa-life.jp/

諏訪で暮らす

◎信州　諏訪湖・八ヶ岳エリアへのアクセス

◎諏訪圏６市町村合同・移住情報ポータルサイト

移住への一歩を踏み出そう！

対象の移住イベントに複数参加すると景品をプレゼント！

令和4年（2022年）8月～11月  移住関連イベント案内
うれしい
特典付！

【発行】諏訪圏移住交流推進事業連絡会

諏訪市役所 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係 ０２６６-52-4141

０２６６-27-1111

諏訪市窓口

下諏訪町窓口

茅野市窓口

富士見町窓口

原 村 窓 口

下諏訪町役場 産業振興課 移住定住促進室

岡谷市役所 地域創生推進課

０120-002-144
０２６６-72-2101

090-1119-9332

０２６６-23-4811岡谷市窓口

主要都市まで

約2時間半
日本の真ん中あたりに位置し

東京・名古屋まで
約2時間半で行ける
好アクセス。

富士見ウツリスムステーション

楽園信州ちの協議会  事務局　
茅野市役所  地域創生課 移住・交流推進室

原村役場 商工観光課 田舎暮らし推進係 ０２６６-75-0669

◎移住に関するお問合せ先

◎不動産に関するご相談
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０２６６-57-0502


