
令和４年度「諏訪湖の日プロジェクト」一覧

  
 実施に当たっては、新型コロナウイルス感染対策を十分に行います。また、状況により急な変更、 

中止とする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。 

 企画が追加される場合は、「諏訪湖の日」ホームページに掲載しますので、こちらもご覧ください。 

 

令和４年度 諏訪湖 DE ウォーク 諏訪湖一周サイクリング部【スワイチ】 

実施期間中に個人で諏訪湖周をウォーキングするイ

ベント！参加者にはすわっこランド入館券やオリジ

ナルタオル等をプレゼント！（先着 600 名） 

 
日時：９月１日（木）～10 月 31 日（月） 
主催：諏訪市 
問合せ先：0266-52-4141(288) 

諏訪市地域戦略・男女共同参画課 地域支援係 
詳細：【申込必要】※定員に達したため申込は終了しています 
   イベントの詳細は広報すわ 7 月号や諏訪市ホーム 

ページを参照してください。 

諏訪湖周のサイクリングロードを一周し、指定個所の

写真を撮影すると認定証や缶バッジをプレゼント！ 

 

 
日時：９月１日（木）～10 月 31 日（月） 
主催：（一社）諏訪観光協会、岡谷市観光協会、 

下諏訪観光協会 
問合せ先：0266-52-2111 

（一社）諏訪観光協会 
詳細：（一社）諏訪観光協会のホームページを参照してくださ 

い。 

湖岸清掃  諏訪湖清掃 

諏訪湖周のごみ拾いと、ごみの種類や量を記録する

「水辺のごみ調査」に併せ、アレチウリも除去します。 

 
日時：９月４日（日） 
主催：下諏訪町諏訪湖浄化推進連絡協議会 
問合せ先：0266-27-1111(142) 

下諏訪町住民環境課生活環境係 
詳細：【申込不要】 
  集 合：午前 7 時 みずべ公園(下諏訪町)  
  持ち物：ゴム手袋、長靴など 
  その他：マスクを必ず着用してください。 

美しい諏訪湖を目指して、有志生徒が諏訪湖周のごみ

拾いを行う上諏訪中の伝統行事。今年で 50 年目！ 

 

日時：９月４日（日） 

主催：諏訪市立上諏訪中学校 

問合せ先：0266-52-0745  

詳細：関係者のみで行います。 

 

第 41 回諏訪湖レガッタ 諏訪湖まちじゅう芸術祭 2022 

今年で 41 回目。毎年幅広い年齢層の多くのクルー

が、何回もの早朝練習を重ねて大会に臨みます。 

 

日時：９月４日（日） 

場所：AQUA 未来（下諏訪町漕艇場） 

主催：NPO 法人下諏訪町スポーツ協会漕艇部、下諏訪町漕艇 

協会 

問合せ先：regatta@shismosuwa.jp 
詳細：【申込必要】※申込は終了しています 
   詳細はホームページを参照してください。 

芸術祭の期間中、諏訪湖周 15 の色とりどりの美術

館・博物館を巡り、信州・諏訪の文化・芸術にふれる

15 日間をお楽しみください。対象施設を巡るスタン

プラリーも開催 

 

日時：９月 10 日（土）～9 月 25 日（日） 

場所：諏訪湖周市町村 15 の美術館・博物館 

主催：諏訪湖まちじゅう芸術祭実行委員会 

問合せ先：0266-52-2155 
詳細：詳細はホームページを参照してください。 

※各施設のイベントに関しては、各美術館・博物館に 
確認してください 

諏訪湖畔清掃事業 
諏訪湖ヒシ取り、湖岸清掃、カヌーで巡る諏訪

の水路 

会員が諏訪市内の湖畔のごみ拾いを行います。 
 
日時：９月 18 日（日） 

主催：諏訪市老人クラブ連合会 

問合せ先：090-82-8046  

詳細：関係者のみで行います。 

諏訪セーリング協会の協力のもとヒシ取り作業、アボ

ルタ合同会社の協力による諏訪湖及び流入河川の実

態調査と清掃 

 

日時：９月 19 日（月）、10 月 10 日（月） 

主催：諏訪湖ライオンズクラブ、諏訪湖ライオンズクラブ和支部 

問合せ先：0266-53-0558 

詳細：関係者中心に行います。 
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諏訪湖清掃（諏訪湖アダプトプログラム） 諏訪湖の魅力をたずねる 

従業員有志による諏訪湖畔のごみ拾い 

 
 
 
日時：９月 21 日（水）、10 月 12 日（水） 

主催：中部電力パワーグリッド株式会社諏訪営業所 

問合せ先：0266-26-8401 

詳細：関係者のみで行います。 

諏訪市と下諏訪町の水と文化の源である霧ケ峰・八島

ヶ原湿原・旧御射山について「あほうどりの会」によ

る紙芝居と宮坂宮司の話をお聞きします。 
 
日時：9 月 29 日（木） 
主催：諏訪湖の魅力をたずねる会 
問合せ先：0266-75-5454／090-3212-0303 
詳細：【申込必要】 

諏訪湖まるまるごみ調査 「諏訪湖の日フォーラム」 

諏訪湖周で同日同時刻で一斉にごみの調査を行いま

す。 

 

 

 
日時：10 月１日（土） 
主催：諏訪湖創生ビジョン推進会議 
問合せ先：0266-57-2952 
   県諏訪地域振興局環境課  

詳細：関係者のみで行います。 

オンラインで諏訪湖に関する様々な取組、研究を報告

します。今年は、「下水道の力で諏訪湖をキレイに」

のテーマで開催します。 

 
 
日時：10 月１日（土） 
主催：諏訪湖創生ビジョン推進会議 
問合せ先：0266-57-29０１ 

県諏訪地域振興局企画振興課 

詳細：【申込不要】 

YouTube によるライブ配信 

太陽工業×SDGｓ＝諏訪湖の日 漕いで知ろう・諏訪湖！ 

SDGs を通じた学びから諏訪湖創生への具体的アク
ション 
・諏訪湖アダプトプログラム実施（太陽工業グループ
にて） 
・諏訪湖の現状を学び考える機会を兼ねる（水質、生
態系等） 
・諏訪湖創生ビジョンの趣旨、取り組み紹介 
 
 
日時：10 月２日（土） 
場所：諏訪湖ヨットハーバー 
主催：太陽工業株式会社 
問合せ先：0266-58-7000 

詳細：関係者のみで行います。  

諏訪湖及び流入河川をカヤック、カヌーでの「漕ぎあ

るき体験」を通して、諏訪湖の自然環境、生態系や漂

流ゴミの問題などを学びます。 
 
 
 
 
日時：10 月２日（日） 

場所：諏訪湖周 

主催：諏訪湖周水路復活漕ぎあるきプロジェクト 

   NPO 法人絆 JAPAN  

問合せ先：090-2220-3410 

詳細：【申込必要】 

定員になり次第締め切ります。 

詳細はフェイスブックを参照していただくか、お問い合 

わせください。 

諏訪湖周一斉清掃 秋の全市一斉清掃 

ごみ拾い等の美化活動を行います。 
 
 
 
 
 
 
日時：10 月 16 日（日） 

主催：岡谷市   

問合せ先：0266-23-4811 

 岡谷市市民環境部環境課  

詳細：【申込不要】 

 

ごみ拾い等の美化活動を行います。 
 
 
 
日時：10 月 1６日（日） 

主催：諏訪市・諏訪市衛生自治会連合会 
問合せ先：0266-52-4141（211,21２） 

諏訪市環境課環境衛生係 
詳細：【申込不要】 

 

一般参加 OK 

一般参加 OK 

一般参加 OK 

一般参加 OK 

一般参加 OK 



秋季一斉清掃 諏訪湖浮遊ごみ回収作業 

ごみ拾い等の美化活動を行います。 
 
 
 
日時：10 月 1６日（日） 

主催：下諏訪町 

問合せ先：0266-27-1111 

    下諏訪町住民環境課生活環境係 

詳細：【申込不要】 
   集 合：午前 7 時 町内各所  
   持ち物：ゴム手袋、長靴など 

   その他：マスクを必ず着用してください。 
 

市民ボランティアの皆さんとボートやカヤックに乗

り諏訪湖に浮いているごみ等を船の上から除去しま

す。 
 
 
日時：10 月 17 日（日） 

主催：諏訪市  

協力：NPO 法人諏訪市セーリング協会、諏訪湖カヤック 

   株式会社ホテル紅や 

問合せ先：0266-52-4141 

     諏訪市環境課環境保全係 

詳細：今年度は市民ボランティアを募集します。 
 

 SUWA×文楽 第 34 回諏訪湖マラソン大会 

「諏訪神仏プロジェクト」の開催に合わせて、諏訪大

社と諏訪に由来する人形浄瑠璃文楽の演目「本朝廿四

孝 奥庭狐火の段」を諏訪地域で初公演。人形の解説

お体験のワークショップも開催。 

 
日時：10 月 21 日（金）、22 日（土） 
場所：照光寺光明閣 
主催：一般社団法人大昔調査会 
問合せ先：0266-22-2314 
詳細：【申込必要】 

一般 5,000 円 小中学生 無料 
※9 月 1 日 10 時からチケット販売開始 

諏訪湖ヨットハーバーグラウンドをスタート・ゴール

会場に、日本陸連公認のハーフマラソン大会。3 年ぶ

りの開催。 

 
 
日時：10 月 23 日（月） 
主催：諏訪湖マラソン大会実行委員会 
問合せ先：0266-５2-2002 
詳細：【申込必要】 ※申し込みは終了しました 

 

e スポ GOMI から学ぶ 

社会課題解決ワークショップ 

諏訪湖花いっぱい事業 

e スポーツ×環境保全活動「e スポ GOMI」を参考に、

各々の趣味や特技を活かした社会課題へのアプロー

チを学ぶことができます。 

参加者の皆様と一緒に、諏訪湖や周辺地域の社会課題

の解決に向けた新たな一歩を踏み出せれば幸いです。 

 
日時：10 月 30 日（日）13:30～15:00（受付開始 13:00） 
場所：すわっチャオ（上諏訪駅前アーク 3 階） 
主催：e スポ GOMI 開催委員会 
問合せ先：espogomi@gmail.com 
お申し込み：【申込必要】下記フォームから送信してください。 
https://forms.gle/VrfHhMUu6SEbHJdS6 

 

諏訪市子ども育成会、上諏訪小学校児童の協力により

会員が水仙の球根を各種 1,000 球ほど植栽します。 

 
 
日時：11 月 3 日（木） 
場所：諏訪湖畔（石彫公園前） 
主催：諏訪市老人クラブ連合会 
問合せ先：090-8026-8046 
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