
 

 

令和３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 3 年度 諏訪湖 DE ウォーク 諏訪湖清掃 

各自で決めた目標歩数を目指して、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

は参加賞をプレゼント！また、諏訪市制 80 周年を記

念して累計 80 ㎞を超えた方の中から抽選で賞品を

プレゼント 

 
日時：９月１日（水）～10 月 31 日（日） 
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 
   申込受付：7 月 5 日(月)～８月 31 日(火) 

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５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：関係者のみで行います。  
   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。 

諏訪湖畔清掃事業 諏訪湖と人とその風土 

会員が諏訪湖畔のごみ拾いを行います。 

 

 

日時：9 月 19 日（日） 

主催：諏訪市老人クラブ連合会 

問合せ先：090-8026-8046 

詳細：関係者のみで行います。 
 

八剣神社の宮坂宮司を講師に、国譲り、和歌、御神渡

り、漁業等の話をお聞きし、諏訪湖の魅力を発見 
 
日時：９月 20 日（月・祝日） 

 11 時～12 時、14 時～15 時の 2 回（各回 1 時間） 

場所：大増旅館 

主催：諏訪湖の魅力を訪ねる会 

問合せ先：0266-27-6000、0266-75-5454 

詳細：【申込必要】 

   定員になり次第締め切ります。（20 名） 

ゲーム感覚ごみ拾いイベント「清走中」 諏訪湖オータム花火 

テレビの人気番組「逃走中｣と「ゴミ拾い」を融合さ

せたゲーム感覚ゴミ拾いイベント。街中のゴミを集め

ながら、LINE で通達されるミッションをクリアして

清走中攻略を目指せ！ 

 

日時：９月 23 日（木・祝日）、９月 26 日（日）、 

10 月３日（日） 

午前の部 10:00～12:00、午後の部 14:00～16:00 

場所：諏訪市（市街地及び諏訪湖畔） 

主催：株式会社 Gab 

問合せ先：070-4477-2596（清走中運営事務局） 
詳細：【申込必要】（9 月６日開始予定） 
   次のホームページから申し込んでください 

http://seisouchu.com 

諏訪湖畔で、12 日間毎日異なった花火約 500 発を

打ち上げ晩秋の夜空を彩ります。 

 

 

 

日時：10 月 1 日（金）、2 日（土）、8 日（金）、9 日（土）、

13 日（水）、14 日（木）、15 日（金）、16 日（土）、

22 日（金）、23 日（土）、29 日（金）、30 日（土） 

午後 6 時から 

場所：諏訪市湖畔公園前 諏訪湖上 

主催：（一社）諏訪観光協会・諏訪湖温泉旅館組合・諏訪市 

問合せ先：0266-52-2111（諏訪観光協会） 
詳細：有料桟敷席はありません。   

一般参加 OK 

一般参加 OK 



 

 

太陽工業×SDGｓ＝諏訪湖の日 諏訪湖創生ビジョン協力例会 

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。 

諏訪湖ライオンズクラブメンバーによる諏訪湖周の

環境整備を行います。 

 

 

 

 

日時：10 月２日（土） 

主催：諏訪湖ライオンズクラブ 

問合せ先：0266-53-0558 

諏訪湖ライオンズクラブ事務局 

詳細：関係者のみで行います。 

「諏訪湖フォーラム」 

～泳げる諏訪湖を目指して（仮） 

諏訪湖を知ろう！ 

「トムソーヤ川のプロジェクト」 

すわっチャオをメイン会場に、オンラインによる諏訪

湖の今とこれからを語ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日時：10 月３日（日） 午後 1 時から 
場所：すわっチャオ、諏訪地域各地 
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：YouTube によるライブ配信で行います。 
   メイン会場と諏訪の各地を結び諏訪湖に関する様々な 

取組や活動を報告します。 
 
 
 

諏訪湖及び流入河川でのカヤック、カヌーでの「漕ぎ

あるき体験」を通して、諏訪湖の自然環境維持の問題

意識、身近な水辺のフィールドの魅力を発信する機会

とします。 
 
 
 
 
日時：10 月３日（日）10:00～15:00 
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 
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ページをご覧いただくか、お問い

合わせください。 
 
 

 

諏訪湖まるまるゴミ調査 森林づくりの集い 

諏訪湖周でごみ拾いをしながら、ごみの調査を行いま

す。 

 

 

 
 
日時：10 月９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：新型コロナウイルス対策のため、関係者のみで行います。 

 

森林に親しみ、森林づくりの大切さを考えるイベン

ト。みどりの宣言、アトラクション、森林整備などを

行います。 

 

 
 
日時：10 月 16 日（土）10:00～11:45 
場所：いずみ湖公園(下諏訪町泉水入) 
主催：県諏訪地域振興局、下諏訪町、諏訪森林組合、 

諏訪地域森林づくり・林業振興会 
問合せ先：0266-57-2919 

 県諏訪地域振興局林務課 
詳細：【申込必要】 
   詳細は９月中旬頃にホームページに掲載予定です。 
 

  

一般参加 OK 一般参加 OK 



 

 

諏訪湖浮遊ごみ回収作業 諏訪湖周一斉清掃 

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  

問合せ先：0266-52-4141（214,215） 

     諏訪市環境課 

詳細：新型コロナウイルス対策のため、関係者のみで 

   実施します。  
 
 

ごみ拾い等の美化活動を行います。 
 
 
 
日時：10 月 17 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】 

   新型コロナウイルス対策のため、開会式等は行わず、 

各団体それぞれで活動します。 

 

秋の全市一斉清掃 秋季一斉清掃 

ごみ拾い等の美化活動を行います。 
 
 
 
日時：10 月 17 日（日） 

主催：諏訪市 
問合せ先：0266-52-4141（211,21２） 

諏訪市環境課 
詳細：【申込不要】 

新型コロナウイルス対策のため、開会式等は行わず、 
各団体それぞれで活動します。 

 
 

ごみ拾い等の美化活動を行います。 
 
 
 
日時：10 月 17 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。 
 

湖岸清掃 諏訪湖畔花いっぱい事業 

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 4９回目！ 

 

 

日時：10 月 17 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。 

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 1,000 球ほど植えます。 

 
 
日時：11 月３日（水・祝日） 
場所：諏訪湖畔（石彫公園から下諏訪町境まで） 
主催：諏訪市老人クラブ連合会 
問合せ先：090-8026-8046 
詳細：関係者のみで行います。 

小松秀徳作品展 

～諏訪湖の四季を描く～ 

湖畔に咲く花、木々、鳥、漁港、御神渡り等四季折々

の諏訪湖を描いた作品の個展を開催します。 

 
 
日時：11 月 19 日（金）～22 日（月） 
場所：岡谷市立岡谷美術考古館 
主催：小松秀徳 
問合せ先：0266-22-7678 
詳細：【申込不要】 

                諏訪湖の日 検索 

一般参加 OK 

一般参加 OK 

一般参加 OK 

一般参加 OK 


