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感謝の
キモチ

と

愛をこ
めて♥

2 月6日
イルフプラザ 1F  岡谷市中央町 1-11-1

今年はイルフプラザが “いとをかし”。
ホッペが落ちそうな岡谷の和洋スイー
ツでほっこりいたしませう。
● お菓子まつり　● をかしバイキング
● ワークショップなど ［主催］ほっこりお宝市実行委員会

［お問い合わせ］
0266-24-2391（アイズ）
詳細は、facebookイベントページ

土 10:00～15:00 2 月 20日
マスヤゲストハウス
下諏訪町平沢町 314

カレーぱんを食べながら、ほっこりと
ダンロにあたりながらカフェを楽しみ
ます。いろんなカレーぱん集合します。

［主催］御田町商店街青年部／NPO
匠の町しもすわあきないプロジェクト
［お問い合わせ］0266-27-9033
［URL］mitamachi.com

土 10:00～15:00

3月12日
諏訪市文化センター  諏訪市湖岸通り5丁目12

すわのお菓子大集合！祝 10周年！和菓子・洋菓子、パン。
諏訪のいろんなお菓子屋さんの定番スウィーツから新作お
菓子が当日会場に大集合！あれも食べたい！これも食べた
い！幸せ！

土 10:30～15:00 諏訪
Area

3月 5日
ベルビア 2階  茅野市ちの 3502-1
イベントスペース・電脳ひろば BELEC・バラック通り

美味しいものたべて…きれいになって…癒されて…元気になる！！
そんな贅沢なイベント「春まちカフェ」が今年は御柱 SPECIALの一日に！
毎年大好評のスイーツプレートは御柱にちなんだ和洋スイーツが大集合。
2016年だからこそ、2016年しか楽しむことができない、茅野のお菓子屋
さんの御柱スイーツをお楽しみください。その他にも様々なイベントを計
画中！一日を通してお楽しみいただけます。

土 10:30～16:00

［主催］バラック通り
［共催］茅野市菓子組合・～心を彩る～
チームパレット・電脳ひろば BELEC・
茅野 TMO
［協力］ベルビア名店会
［お問い合わせ］
0266-75-5070（夕香亭　蓼科店）

DISCO PARTY Vol.6
Saturday Night Fever ！！　

［料金］ 前売 : ¥2,000（1ドリンク・1フード付き）
 当日 : ¥2,000
［チケット販売 &お問い合わせ］
Bar&Live the Piano Man　0266-78-6922
http://www.pianoman.bz

18:30～24:00時間
特典

ドレスコード

the Piano Man会場

同日開催

同日
開催

毎回大盛況な内容で好評を得ている
ピアノマンの「DISCO PARTY」

［主催］
第10回すわ  をかしまつり実行
委員会・諏訪 TMO
［共催］
諏訪市・諏訪商工会議所
［お問い合わせ］
0266-52-3267
（れすとらん割烹いずみ屋内）

5月 21日
富士見駅前商店街周辺 他

JR 富士見駅を下りたら…わくわくのはじまりです！そ
こにあるのは、「八ヶ岳マリコの商店街」。一見昔ながら
の商店街だけど、八ヶ岳周辺（富士見・原村・北杜市など）
の魅力的なもの、手作りのもの、古道具、おいしいもの、
老舗の専門店、ステキな人々…などなど、好奇心いっ
ぱいの富士見町のミューズ・マリコがだいすきな上質
なものが集まってます。たくさんのハッピーを探しに、
マリコの暮らす商店街をおさんぽしませんか。これか
ら楽しいことが増えていく予感…ぜひ！facebook を
チェックしてくださいね。

土 10:00～16:00

［主催］
スワいち富士見・スワいち原組
［お問い合わせ］
0266-62-8626
（八ヶ岳珈琲工房テーブルランド）

Area

富士見・原・八ヶ岳

岡谷
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茅野
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会場
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会場 会場

会場

2016 10th Anniversary

ほっこりお宝市
しもすわ 春の
　カレーぱんまつり

春まちカフェ 2016
～御柱SPECIAL！！～

おいしいものたべよ！×きれいになろ！×御柱祭まであと少し！！

すわ をかしまつり
～おいしい諏訪を楽しもう～

みちゃう！ いっちゃう！ きいちゃう！

れとろちっく富士見さんぽ 八ヶ岳・マリコの商店街

スワのいと“をかし”を
めしあがれ

ありがとうございます！おかげ様で10周年

saikasuwa

ほっこりお宝市

ものづくりフェア
［会場］テクノプラザ・ララオカヤ

/suwaichifujimi

当日、先着 20名様に、DJ.HIROMI
MIZUHATAによるMIX CDをプレゼント！

青（ブルーのワンポイント）
※ジャージ等、軽装でのお越しはご遠慮ください。

下諏訪
Area

詳細は各エリアごとにお問い合わせください。



スワいちウィーク＆夜のスワいち
スワいち開催中に各店舗の特色を活かした様々なイベントが行われます！
昼も夜もフルで楽しみましょう！

さいかちゃん
諏訪アライアンスプロジェクト「さいか」って？
諏訪地方を賑やかにしようと、たのしく活動している仲間たちのゆるやかな連携組織です。

手打ち蕎麦  彩春 ーつくしー

スワいち限定！！

蕎麦まんきつコース

蕎麦粉を使った創作料理と
天ぷら、ざる蕎麦、デザート
まで楽しめる限定コース！！ 
日本酒・焼酎・ワインなどお
酒のご用意もございます。

［料金］¥2,500　［TEL］0266-78-3480
［URL］http://teuchisoba-tsukushi.com/

17時～20時（L.O） 
※要予約（木曜定休・3月まで水曜は夜休み）

時間

手打ち蕎麦　彩春 ーつくしー
諏訪郡富士見町落合 11227-18

会場

Blue Line Garage Cafe18

期間限定 夢のハニートースト

食パンを一斤使ったハ
ニートーストにバニラ
アイス。カフェメニュー
で一番標高が高くな
る ?！スワいちウィーク
の期間限定メニュー。

［料金］￥1,000（税込）　［TEL］0266-78-6270
［主催］Blue Line Garage Cafe18

11:00～22:00（日曜定休）時間

Blue Line Garage Cafe18会場

2月～5月末

オステリア  アジアート

諏訪圏フィルムコミッション

6市町村の地元食材で
ランチのデザートを！

スワいちが開催される
6 市町村産の食材が週
かわりでランチデザー
トに登場！地元食材が
どんなスイーツになるかお楽しみ。詳しくは WEB
などをごらんください。

［料金］¥1,700コース（税込）／￥2,300コース（税込）
［TEL］0266-62-7040（日曜定休）

11:30～14:00  （C.L.15:00） ※要予約時間

Osteria agiato　オステリアアジアート
富士見町落合 9942-1

会場

2月第 1週～
3月第 3週まで
（日曜日定休）

3月 7日　  ～
3月 19日

月

土

※ランチタイム時はお時間が
　かかる場合があります。

長崎酒店

酒屋のほっとカフェ

楽しい女性講師によ
る、優しい入門教室を
した後、あったかいお
茶でほっとしましょう。

［TEL］0266-27-7440  ［主催］長崎酒店
［URL］http://www.lcv.ne.jp/~sakaya/

各回 13:00～15:00
※3月 5日ジャズコンサートのみ 19:00～

時間

長崎酒店  下諏訪町 10616-66会場

会費

2月 20日 土

DANLO

スワいち限定 デザートランチ

年に1度のランチ営業。
前菜 +スープ + パスタ
+自家製パン + あたた
かいデザート + つめた
いデザート +cafe

［料金］¥3,500（税込）　［TEL］0266-53-0021
［URL］http://danlo.net/

11:00～／ 13:00～ 2部制 （日曜定休）
※要予約 各回定員15名

時間

イタリア田舎料理 DANLO
 諏訪市大手 2-16-12

会場

3月 12日 土

the Piano Man

吉田美奈子×森俊之
～DUO 2016～

『夢で逢えたら』でお
馴染みの吉田美奈子が
出演します。

［入場料］前売：¥5,000　当日：¥5,500（ドリンク別）
［TEL］0266-54-7210
［主催］グッドニュース

開場 18:00
開演 19:00

時間

Bar&Live the Piano Man
0266-78-6922（茅野駅となり、ベルビアの地下）

会場

3月 30日 水

健康体操　笠原 一代先生

3月 5日 土

ワイン片手に・ジャズコンサート INながさき
前田むつみさん

3月1日　  ・2日火 水

ポーセラーツ教室　矢崎あつ子先生

3月 9日　  ・10日水 木

トールペイント教室　山口利恵子先生

［ポーセラーツ・トールペイント］
¥1,500 お茶とお菓子（南三陸のマドレーヌ）

［体操教室・ジャズコンサート］
¥500 お茶とお菓子（南三陸おマドレーヌ）

またはワイン 1杯とつまみ

【俳優 亀岡拓次】
 2月 27日（土）公開
 ［ロケ地］
 高島城、 杖突峠、下諏訪文化センター、茅野市民館など

【タロット探偵ボブ西田】
 長野県出身キャストで贈る信州舞台の探偵活劇！
 長野県先行プレミア上映 2月27日（土）、28日（日）

27日（土）に主要キャスト舞台挨拶実施予定

【さようなら】
 2月公開
 ［ロケ地］霧ヶ峰高原、霧ヶ峰体育館、諏訪湖畔など

【僕だけがいない街】
 3月 19日（土）公開
 ［ロケ地］やまびこスケートの森、長地トンネル 

〈順次公開予定〉
【黒崎くんの言いなりになんてならない】
 ［ロケ地］立石公園、やまびこ公園 

【さらば あぶない刑事】
 ［ロケ地］旧諏訪プラザビル、旧東洋バルブ工場

高島城（4月）

各作品は岡谷スカラ座にて上
映予定です。
上映時間はお問合せください。
0266-22-2773
（岡谷スカラ座）

・・

諏訪地方ロケ地 映画公開情報

/bluelinegaragecafe

LCV-FM769「諏訪湖ラジオランチ」11:30～13:00　スワいちの耳寄り情報をお届けします。

/sobatsukushi

/osteria.agiato

［URL］http://www.suwafc.com/

「App Store」又は「Google Play」で　　　　 を検索！LCV-FM公式無料アプリ ▶

スワいち前日の金曜日（各会場ごと）と、当日の会場から中継生放送！
LCV-FM放送で各会場の魅力を知ろう！

LCVFM

昼開催 夜開催


