
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

○日 時  令和４年１０月２日（日）午前９時から 

      ※くらしいきいきエコフェスタ開会式終了後に行います。     

  

○会 場  諏訪市文化センター入口前（雨天：文化センター２階 第３集会室） 

 

○受賞者  金賞１名、銀賞２名、銅賞３名、入選１２名 

      ※表彰式では入賞者（６名）を表彰します。 

 

○くらしいきいきエコフェスタ内容 

 諏訪市文化センター：諏訪市消費生活展、諏訪市環境フェア 

 諏訪市保健センター：諏訪市健康まつり（９時１５分開場） 

 【特別ゲスト】 諏訪市の友好都市である東京都台東区がブース出展するほか、大道芸

人もお招きします。※イベントの詳細は別紙チラシをご覧ください。 

 

○その他 

 イベント当日は文化センターの駐車場はご利用いただけません。諏訪湖イベントひろば

（旧東洋バルヴ跡地）駐車場をご利用ください。 

 【問合せ先】 消費生活展→市民課市民窓口係（内線 116、119） 

        環境フェア→環境課環境保全係（内線 215） 

        健康まつり→健康推進課健康予防係（内線 591） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪市プレスリリース 市民環境部 市民課 

令和４年（2022年）９月２０日 

第４１回諏訪市消費生活展 

消費生活に関するイラスト表彰式を行います 

 

〒392-8511 長野県諏訪市高島 1-22-30 

長野県 諏訪市 市民環境部 

市民課 市民窓口係 

（担当）清水 

電 話  0266-52-4141（内線 116・119) 

ＦＡＸ 0266-52-8166 

メール  shimin@city.suwa.lg.jp 

令和４年５月９日から令和４年８月３１日まで募集していた消費生活に関するイラス

ト入賞者の表彰、全応募作品の展示を行います。 

 

諏訪市 HP ⇒⇒⇒ https://www.city.suwa.lg.jp 



午前9時（開会式）～正午

・イベント当日は文化センターの駐車場はご利用できませ
んので、諏訪湖イベントひろば（旧東洋バルヴ跡地）の多
目的広場をご利用ください。なお、駐車台数に限りがご
ざいますので、なるべく公共交通機関等をご利用いただ
きますようお願いします。
・障がいをお持ちの方、高齢の方、妊娠されている方、２歳
未満のお子様連れの方などは文化センター敷地入口の
優先駐車場 (16 台 )をご利用いただけます。
・会場内は原則禁煙となります。皆様のご協力をお願いし
ます。

会場：文化センター・保健センター

〈会場案内図〉

くらしいきいきエコフェスタ-４くらしいきいきエコフェスタ-1

イベントタイムスケジュール

開会式
大道芸人の公演
諏訪姫登場
堆肥配布
古紙交換
マイナンバーカード申請受付

多目的広場駐車場奥（会場案内図
参照）ひろば敷地にて実施

9：00 9：30 10：00 10：30 11：00 11：30 12：00

☆各イベント・展示の詳細は、次ページ以降をご覧ください。

10/2
（日）

生活・環境・健康の３分野について、各種団体・企業による活動紹介や展示を行います。
ぜひ、ご家族そろってご来場ください。

★東京都台東区
　諏訪市の友好都市、東京都台東区がブース出展 ！
　台東区ってどんなところ？台東区について知ろう ！
★大道芸人
東京都台東区から大道芸人がやってくる！
詳細は当日のお楽しみ♪
　■公演時間 ①  9：30～   9：50
  ②11：00～ 11：20
　※公演時間は変更する場合があります。

本イベントは長野県の新型コロナウイルス感染症対応方針に従い感染対策を実施したうえで開催します。
ご来場者の皆様には、感染者が発生した際などに保健所等による聞き取り調査にご協力いただく場合があります。
そのため、入場の際には必ず次ページ右下の「来場者連絡先」欄をご記入いただき、イベント当日に文化センタ
ーまたは保健センターに設置してある受付に提出してください。

エコフェスタに来た“ ついでに♪”マイナンバーカ
ードを作ってみませんか？
運転免許証や保険証等が１点あれば申請できます！
《カードの作り方》
①無料で写真を撮影します。
②申請書にご記入いただきます。
③（約１か月後）
カードが出来上がり次第、通知をお送りします。
ご本人様が通知と持ち物をお持ちのうえ市役所へ
お越しいただきカードをお受け取りください。

諏訪湖

文化
センター

公民館

図書館

多目的
広場

保健
センター

会場までの徒歩経路
当日は文化センター敷地内
車両進入禁止

カルチャーホーム
すわ

衣
之
渡
川

くらしいきいきエコフェスタ

※新型コロナウイルス感染状況および悪天候時には一部、または全ての出展を中止する場
合があります。中止等の情報は、随時市HPでお知らせします。ご来場時にご確認ください。
　　〈目安〉・新型コロナウイルス感染状況による場合：１週間前頃
　　　　　・悪天候による場合：当日の午前６時頃

★特別ゲスト★

★ご来場の皆様へお願い★

堆肥無料配布
古紙交換

諏訪市内在住のマイナンバーカードをお持ちでない皆様へ

遊びに来てね！

血管は食事や生活習慣によって老化し
ます。センサーに指先をかざすだけで
あなたの血管年齢を測定できます。
あなたの血管は何歳ですか？

第42回 諏訪市

健康まつり会場 保健センター
開場：午前9時15分

■血管年齢測定

測定の結果をもとに、保健師、栄養士、
運動指導士が健康相談を受けます。気
になる事を相談して健康な体を手に入
れましょう。

●健康相談コーナー● １・２Ｆを回った方に、

先着で２００名様に景品を進呈！

諏訪市公認キャラクター「諏訪姫」

PMOA/PLUMC

≪整理券配布場所≫ 
保健センター前 

≪整理券配布開始時間≫
 8時45分より 
※お１人様１枚まで 

（整理券がなくなり次第終了）
■無料マッサージ体験
　（先着50名）

整理券が
必要になる

コーナーはこちら

【問合せ先】諏訪市　健康推進課　健康予防係　☎0266-52-4141（内線 591）

1  F

屋外

2 F

整理券に
関する
ご案内

測定

・無料マッサージ体験（先着 50 名）
　（整理券を配布します）
マッサージ免許を持った施術者が対
応します。気になる首や肩などを短時
間ではありますがマッサージを体験し
てください。

■長野県はり灸マッサージ師会
　諏訪支会

体験

・元気に歩こう！ノルディックウォーキ
ング体験
ノルディックウォーキングは通常のウ
ォーキングよりエネルギー消費量が約
20％増加します。ぜひご体験くださ
い。必要な道具などの説明もいたしま
す。

■ノルディックウォーキング協会
体験

・あなたの勇気が笑顔をつくる。骨髄
ドナー登録にご協力を・・・
白血病など血液の病気の人を助ける
ための骨髄バンク。説明員が詳しくご
説明します。

■NPO法人
　骨髄バンク長野ひまわりの会

展示

体脂肪率、筋肉量、水分量、内臓脂
肪レベルなどが測定できます。「内臓
脂肪が気になる」「どのくらい筋肉が
ついているか」気になる方は、この
機会に測定してみませんか？

■体組成測定
測定

骨密度を手首で計測します。日
頃測定ができない骨密度を測定
することで、自分の骨の健康状
態を把握し、生活習慣を見直す
きっかけにしてみませんか？

■骨密度測定
測定

・手作りクッキー・焼菓子、布
小物販売
あおぞら工房利用者の皆さんが
心を込めて作った８種類のオリ
ジナルクッキーやシフォンケー
キなどの焼菓子、カラフルな布
小物類を販売します。多くのみ
なさんのお越しをお待ちしてい
ます。

■あおぞら工房諏訪
展示
販売

切り取り切り取り

来場者連絡先

【個人情報の取り扱いについて】
・お預かりした個人情報は厳重に管理し、新型コロナウイルス感染拡大防止対策以外の目的には使用しません。
・本記入用紙は保存期間を1カ月とし、保存期間終了後は責任をもって廃棄いたします。

代表者氏名
（フリガナ）

代表者電話番号 ̶　　　　　̶

ご来場者人数 名

※新型コロナウイルス感染症対策として入場を制限する場合がございます。



くらしいきいきエコフェスタ-2くらしいきいきエコフェスタ-3

第26回 諏訪市

環境フェア

市民の皆さまに持ち込んでいただいた「その他の紙」や
「紙パック」をトイレットロールと交換します。

【交換対象】
●その他の紙 10kg=1ロール
（汚れた紙、使用済みティッシュ･トイレット、紙おむつ以外）
●紙パック 1ℓ10 枚 =1 ロール（200ml は 1/5 換算、
500ml は 1/2 換算）（アルミ付きパックも可）
・開いて、洗って、乾かして、枚数を確認してお持ち込み
ください。

※いずれも家庭から出たものに限ります。

★古紙の交換イベント★

コアレックス信栄㈱、諏訪市衛生自治連合会

【問合せ先】諏訪市　環境課　環境保全係　☎0266-52-4141（内線 215）

地球に優しい身近な取り組みを！テーマ

クイズ式スタンプラリーを開催します
スタンプを集めながら、会場を回ろう ！
（消費生活展、環境フェア合同）

先着300名に
景品プレゼント！

屋外出展

屋内出展

諏訪の【草木類】と地域の食品関連会社や学校給食から
でる【食品残さ】を高温発酵・熟成させた安心・安全な「食
品リサイクル堆肥」の無料配布を行います。
●配布時間　11：00～12：00
　※本年度は袋に入ったものを配布します。
　　数量に限りがございます。ご了承ください。

★堆肥の無料配布コーナー★

㈱みのり建設、諏訪市環境課

生ごみたい肥化容器、ごみ分別グッズ、
カラス除けネット等の環境関連品の販売。
東北応援品の販売。

★環境衛生品・東北応援品等の販売★

㈱信防エディックス

太陽光・太陽熱
●太陽光発電、太陽熱ソーラー、蓄電池の展示

㈱サンジュニア
●地中熱を利用した空調、床暖房、融雪設備のパネル展示

㈱角藤　環境ソリューション室

☆エネルギー

電気自動車の展示
　　　　　　　　　　　　　　   松本日産自動車㈱

☆エコカー展示

八島ヶ原湿原外周モニタリング調査、
エコツアー、無人カメラで撮影した
霧ケ峰のニホンジカの写真展示

☆自然環境保全

NPO法人霧ケ峰基金

長野県が実施する太陽光発電に関する補助等の説明
太陽光発電等が体験できる実験機の展示
諏訪湖のヒシから作ったたい肥の紹介
クイズに参加していただいた方にはプレゼントも ！

☆長野県太陽光事業、諏訪湖環境改善

美しい環境づくり諏訪地域推進会議

小学生を対象に親子で楽しく参加できる教室
地球温暖化やエネルギーについて学ぼう！
■会場：文化センター　２Ｆ　第２集会室
※事前申し込みが必要です。詳細は市 HP、公式 LINE で
通知します。（9/1 申込開始）

☆ゼロカーボン実験教室

諏訪市環境課

※新型コロナウイルス感染状況および悪天候時には一部、または全ての出展を中止する場合が
あります。中止等の情報は、随時市HPでお知らせします。ご来場時にご確認ください。
　　〈目安〉・新型コロナウイルス感染状況による場合：１週間前頃
　　　　　・悪天候による場合：当日の午前６時頃

第41回

諏訪市消費生活展
考えよう！
自分にもできる責任ある消費

◆主　催　諏訪市・諏訪市消費生活展実行委員会
◆事務局　諏訪市役所市民課市民窓口係☎52-4141（内線 116・119）
◆後　援　長野県・国民生活センター・諏訪市教育委員会

やっぱり地産地消！！
☆安心・安全
　顔の見える地元の新鮮野菜、果物、花の販売
☆愛情込めて作りました

諏訪市生活改善グループ連絡協議会

サスティナブルの生活クラブ
☆安心できる食を持続可能なものに
☆再生可能エネルギーを身近なものに
☆誰ひとりとり残さない社会を実現するために
★お菓子・調味料・洗剤等の販売
生活クラブ生協は、地域や世代を超えた
“つながるSDGs”の活動に取り組んでいます。

生活クラブ生活協同組合

☆耐震改修ってどうやって進めるの？
☆わが家に使える補助金ってあるの？
☆空家や古民家の活用ってどんなのがあるの？
　そんなハテナ？を気軽に建築士に聞いてみよう！

（公社）長野県建築士会諏訪支部

カシコイ消費者を目指して！
できることから始めよう

☆消費生活展募集作品の展示
☆消費者トラブルに関する展示、啓発物の配布
☆クイズに答えて“プレゼント”をゲットしよう！
　（先着50名。対象は子どものみ。一家族一つまで）

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、以下の事項についてご協力をお願いします。
・以下の事項に該当する方は、来場の自粛をお願いします。
☆発熱（37.5°C 以上）、咳・呼吸困難・全身倦怠感・咽頭痛等の感冒症状、結膜炎、嗅覚症状、味覚障害の症状があ
る場合（咳やくしゃみを伴う喘息などの既往がある方は除く）
☆新型コロナウイルス感染症陽性と診断された、もしくは陽性の方と濃厚接触がある場合
・ご来場時は検温、マスクのご着用、手洗いおよび手指消毒へのご協力をお願いします。
・混雑時は入場制限を行う場合がございます。

そうだ ！ 建築士に聞いてみよう ！

諏訪市消費生活センター

不審な電話に気をつけて！
～電話対策で撃退！～

☆防犯クイズに挑戦！！ みんなで考えよう ！
◎電話でお金詐欺（特殊詐欺）被害防止クイズ ７問
◎子どもの防犯クイズ ３問
　それぞれ１問ずつ回答していただきます。
★参加賞・記念品を差し上げます★

諏訪防犯協会連合会女性部諏訪支部

知って未来につなごうエシカル消費
☆エシカル商品をわかりやすく展示します！
☆コープについてご紹介します！

コープながの

住宅なんでも相談
☆住宅の設計・新築・リフォーム・耐震診断等
　“住宅に関する疑問”に建築の専門家がお答えします ！

（一社）長野県建築士事務所協会諏訪支部

暮らしに活かそう！身近な計量
☆手動はかりで重さを量って“プレゼント”を
　ゲットしよう ！ （対象は子どものみ）
☆計量に関する展示を行います

長野県計量検定所・長野県計量協会

テーマ

販売・展示

展示

販売・展示

展示

体験・展示

体験・展示

相談会・展示

相談会・展示

クイズ式スタンプラリーを
開催します

PMOA/PLUMC

（消費生活展・環境フェア合同）

先着300名様に景品進呈

ご来場の皆様へ注意事項とご協力のお願い

【問合せ先】諏訪市　市民課　市民窓口係　☎0266-52-4141（内線 116）


