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↑でご紹介している森のコテー

ジは、愛知・静岡との県境からほんの数kmほどの所。高速を

降りてさらに長い道のりを進んでたどり着く山の中ですが、そ

の分、自然に囲まれてる度は200％！ 何もかも忘れてのんび

りしたいなら間違いなくオススメ。料金が安いので連泊もしや

すいですね。通年営業なので冬でも利用OKですが、道路が凍

るとシャレにならないほど危険なので、真冬のお出かけは必ず

状況を確認してから！（広報担当・編集長きたはら）

次号「冬プス」は

12月中旬発行予定です（年4回発行）

編集後記

学食・生協得 ガイド

これからの

授業・講座・イベント

期待ふくらむ筑北キャンパス開校！

これからの予定のご案

内です。詳しい内容は

ホームページをごらん

ください。

上記の授業・講座の詳しい情報と

申し込み方法は、ホームページでチェック！

www.alps-univ.net

プス大 Topics

知っていますか？「足梗

塞」。看護師でありフットケ

アスペシャリストの伊藤希和

子さんが、足梗塞の原因、自

分でできる観察方法をお話し

します。大切にしたい足の健

康を学ぶ講座、今年度の第2

回目です。 要参加費

プス大分校化プロジェクト

第1弾である筑北キャンパス

の開校式を、7/30に行いま

した。筑北村3地区で地域活

動をされている皆さんにご出

席いただき、関川筑北村長、

宮澤坂井公民館長と、そうそ

うたる来賓の方々を迎え、ま

ず筑北キャンパスを運営する

「坂井ちょっとやる会」玉井

代表（筑北キャンパス長）の

あいさつ。坂井ちょっとやる

会は、筑北村坂井地区で地域

づくり活動を行うグループで

すが、坂井地区だけでなく筑

北全体をキャンパスとしたい

との思いを語りました。次に

プス大学長中村から、プス大

のコンセプト、登録学生の状

況などを説明。関川村長は、

村の地域づくり活動のこと、

学校や施設の統廃合が必要な

状況の中、筑北3地区で市民

活動を行っていることへの感

謝と期待を語られました。

開校式に続き、プレ授業と

して、薬草ワークショップを

開催。薬剤師でもある玉井キ

ャンパス長が、この日採取し

てきた薬草数種類を並べて講

義を行いました。こういった

内容は筑北ならではとも言え

るでしょう。授業コンテンツ

にも幅が出ることが期待され

ますね！

◎10月から本格始動する筑

北キャンパスの講座はこちら

でご案内!! ⇒⇒⇒

信州アルプス大学の

いろいろな話題を集め

ました！

学生限定サービスがある協賛店です。

学生証を持って出かけよう！

10/21(土)
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生薬や自然素材を使った料

理教室の開催、レシピの開発

を、県内企業と共同で行って

いる、株式会社AmberLA

B（アンバーラボ）代表の久

保田飛鳥さん。起業に至るま

での道のり、県内企業とどう

コラボを実現したかなどの体

験をお聞きします。誰でも申

し込めるオープンキャンパス

授業

10/21(土)
女性起業家物語 ～自然の

処方箋で健康を広めたい！

おいしい料理で話が弾む! 夏の学生交流会

8/26夕刻から開かれた学

生交流会には、登録学生の

方、スタッフなど約20名が

参加。プス大学食として提携

するトムズカフェの、肉・魚

・野菜の彩り豊かな料理が並

ぶテーブルを囲み、筑北キャ

ンパス長・玉井さんの音頭で

乾杯！ プス大農園部から、

プチトマトとズッキーニの漬

け物の差し入れも。大いに食

べて飲んで語り、あっという

間の2時間を過ごしました！

※平成29年度市民交流センター市民営提案事業（まちづくり）
委託業務の一部として当紙を発行しています。
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自宅でできるフットケア

今から始めるあしらぶ習慣

歴史ある木曽の町並み…

地域バスで気軽に行ける、地元の宝

「景観さんぽ」の様子は中面で！

★限定特典★ プス大学生証をご提示で…

県南端、天龍村の山懐で、のんびり自然を満

喫するレジャーにおすすめ。1棟￥7,000～
というリーズナブルな料金が魅力！徒歩3分

の「天龍温泉おきよめの湯」を楽しめます（宿

泊者サービスあり）。家族連れなら緩い流れ

で安心の川遊び、グループなら“日本一の星

空”の村へ足を延ばしても♪ 食事処に併設し
たBBQテラスは日帰り利用でも使えます！

下伊那郡天龍村神原5230
0260-32-3880（夜間は090-1494-3571）
コテージ／チェックイン15:00～・チェッ
クアウト～10:00（アーリーイン・レイト
アウトも追加料金にて対応）
食事処「龍の道」営業／11:00～22:00
定休日／お問い合わせください

立ち寄りだけでも コーヒー1杯無料

＆ 皮パリパリの半身唐揚げ 天龍ノ空

通常￥750→ ￥500！（要予約）

せせらぎの音と癒やしの緑に包まれる
コテージライフをリーズナブルに！
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【ちくほく朝さんぽ】

筑北村・坂井地区の古墳や

民俗資料館を巡る、約4キロ

の歴史探検コースです。お昼

には筑北産新そばも味わって

いただけます！ 秋の里山を

歩きながら、地元の歴史を堪

能してください。※村外の方

は資料館入館料として200

円が必要です。そばは有料と

なります。誰でも参加ＯＫ・

事前申し込み不要

◎◎◎

【ヴィーガン（マクロビ）ス

ウィーツ講座】

ヴィーガンスウィーツは動

物性食品の卵や乳製品を使わ

ないお菓子です。甘味もメイ

プルや米飴などを使用した優

しい甘さ。マクロビに詳しい

小山智恵子さんが、体にいい

スウィーツ作りを教えます。

要参加費

10～11月
《筑北キャンパス》の新講座

いよいよ開催！

天龍ノ空

http://www.alps-univ.net/
http://www.alps-univ.net/


授 業 レ ポ ー ト

プス大学長でもあり、中小

企業診断士として活躍する中

村剣さんを講師に迎え、これ

からの時代の働き方を考える

講座となりました。参加者は

7名。定年を迎えこれからを

考える人や、今後の働き方に

不安を感じている人、起業し

ようと準備する人など、それ

ぞれが問題意識をもって参加

されていました。

最初に中村さんから「働き

方」を取り巻く社会の状況を

教えていただきました。政府

の推進する「働き方改革」の

内容、「中小企業白書」に基

づいて起業・創業の状況を確

認しました。最後に参加者を

交えたディスカッション。こ

こでは様々な意見が出まし

た。働き方は人それぞれ。こ

れからの時代、さらに多様な

働き方が出来るようになるの

だと思います。だからこそ、

自分がどう働きたいか、どう

働けるのかを考えていくこと

が大事になる…講座を通し

て、そんなことを考えまし

た。ちなみに、中村さんのお

すすめする方法として、1つ

の会社に勤めるだけでなく、

まずはボランティアや週末起

業など会社以外での色々なス

キルや人間関係を築いていく

事だそうです。「副業」では

なく「複業」です。

講座の終わりには、早速、

参加者同士で連絡先を交換。

会社以外での人間関係が築か

れたようです。（レポート：

藤澤）

6月17日＃041

働き方革命～あなたの働き方のこれから

7月8日

講師の写真家、櫻井信夫先

生からは「目に見えてるから

といって見ているとは限らな

い。視点を合わせた1点しか

見てはいなく、その周りのモ

ノは見ていない」とあり、撮

りたいものだけでなく、その

周りのものにも気をつけない

と、関係無いものまで写って

しまうと話されました。また

視線の高さを変えるだけで普

段見慣れない写真が撮れる場

合があるとのこと。面白かっ

たのは、せっかくデジカメな

んだから何枚でも撮っていい

という考え。ただ、連写して

当たりが出るというのではな

く、横位置、縦位置、引いて

全体を撮る、寄ってアップで

撮るなど、いろんなパターン

を試しなさいということで

す。参加した生徒さんは、こ

の講座での写真を撮るヒント

に目を輝かせていました。写

真をもっと好きになったよう

ですよ。（レポート：中村）

さらに詳しいレポートは、プス大ウェブページでご覧ください。

＃043

構図しだいでこんなに変わる！
プロから習う写真の撮り方

現役看護師であり、医療フ

ットケアスペシャリスト、伊

藤希和子さんを迎え「自分で

できる足のいたわり方」を学

ぶ健康講座。足の構造の解説

では、足首から先の骨は縦と

横、２方向のアーチで「立

つ」ことを可能にしていると

のお話。“足は第二の心臓”

と言われる理由も説明してい

ただきました。そして足の皮

膚・爪のケアの注意、足のた

めの運動の例、靴の選び方に

ついて。足は清潔にすること

はもちろん、保湿を忘れずに

とのこと。最後に参加者の方

の足を実際に見て触って、直

接アドバイス。プロの道具で

ケアもしていただきました。

足は大事、とは何となくわか

っていても、具体的にどうす

ればいいかを知る機会は少な

く、今回の講座は勉強になり

ました。（レポート：北原）

6月17日

7月15日

絶好のお出かけ日和！ 途

中合流含め計8名で木曽の魅

力を発見してきましたよ♪

えんぱーくから「すてっぷく

ん」に揺られ約1時間…楢川

支所へ到着！ 諏訪神社を巡

り、中山道を歩いていると、

木曽平沢町並み保存会の方が

出迎えてくださいました。涼

んだところで、保存会の石井

さんのお話を聞きながら平沢

を堪能！ 平沢の町並みは、

道が曲がっているのに対して

建物が正対するのではなく、

表側に三角形や台形がつくら

れるように建つのが特徴。

途中、木曽漆器館で休憩を

して、奈良井へ。江戸時代以

降に大きな火事や戦災がな

く、昭和40年代頃から地域

の人達で町並みを残そうと協

力したため、同じ時期の建物

が残っているのだそう。また

道が緩やかに曲がっていると

ころに対しては、家の中に正

方形でない(?)部屋があるの

も特徴。よーく見ると家から

突き出た柱が斜めになってい

て、外観からでもなんとなく

分かりました！ 3時間では

足りないくらいでしたが、近

くにこんな素敵な町並みがあ

ると発見できて楽しい時間で

した。（レポート：滝澤）

＃044

木曽、伝統の魅力発見！
～塩尻景観さんぽ 5

フィリピンのごちそうと言

ったら、何を思い浮かべます

か？ 今回は、英語教室も開

かれていてお料理が上手な

GrendaさんからShrimp

Soup／Turmeric Rice／

F r i e d L u m p i a ／

Tapioca Milkの4品を英語

で教えていただきました！

まずは緊張しながらも英語で

自己紹介。材料と手順を

Grendaさんから教えてい

ただきます。一通り説明を聞

いた後、質問が…teaspoon

とtablespoonってどう違

うの？ teaspoonは小さ

じ、tablespoonは大さ

じ。勉強になります！ テー

ブルに分かれて調理開始☆

驚いたのは、英語で会話しな

がらの調理も皆さん難なくこ

なしています。分からないと

ころはGrendaさんからお

手本を見せてもらって…完

成！ 出来上がった品々を食

べながらフィリピンの食文化

や環境なども聞けてとても楽

しく、勉強になりました。

Diversity：多様性のある

世界っていいなぁと実感。参

加してくださった皆さんのお

陰です。（レポート：久納）

※レシピをホームページから

ダウンロードできます。

7月15日 8月26日

夏の豪華3本立て！ サス

テイナブルな暮らしを考える

講座が開催されました。第1

部はCSRって何？と題し、

企業はどうしたら、社会が直

面している課題の解決と自社

で行う経済活動を合致させ、

社会的責任を果たすことがで

きるのか、渡辺勉先生に伺い

ました。今後は、自社の経済

活動と社会貢献、環境活動な

どが一体となったCSRに、

より多くの企業が取り組むこ

とが期待されている、と渡辺

先生。CSRを積極的に行う

企業の具体例を見ていき、私

も使っている製品があって、

知らぬ間に環境活動に貢献で

きていてビックリでした！

＃042

自宅でできるフットケア
今から始めるあしらぶ習慣

＃045

Cook’in English
世界の台所、英語でお料理

＃046・047

プス大夏講習 第1部～第3部

第2部は、SDGs（持続可

能な開発のための2030年目

標）を平島安人先生が分かり

やすく解説。まず1992年の

地球サミットでセヴァン・ス

ズキさん（当時12歳☆）が

行った伝説のスピーチのビデ

オを見ました。この頃から徐

々に、我々が一致団結して地

球環境を保全する必要性を認

識し、2015年、持続可能な

開発をするために世界中が取

り組む重要な17の目標が明

確に提示されたそうです。

SDGｓ17の目標として、細

分化して分かりやすいロゴマ

ークができ、何をどうしたら

いいのかが具体的になったこ

とは、とても有意義な進歩だ

と感じました。

第3部は、化学物質から身

を守る方法を、プラスチック

フリーJapan代表の小島政

行先生から教わりました。は

じめに米国国立環境健康研究

所のサイトから映画『Our

Chemical Lives』を見ま

した。プラスチック製品に含

まれる環境ホルモン。健康被

害を与える危険性があるなら

予防策を講じるべきと科学者

たちは警告していました。続

いて質問に小島先生が回答。

参加者からの感想として「自

分なりにエコと思っていた

が、まだやれることがあると

気づいた。こういった大切な

話を若いパパ、ママに聴いて

もらいたい」の声が。難しい

内容もありましたが、身の回

りに氾濫する化学物質から自

分や家族を守るには、自分た

ちが賢くなり、うまく選択す

る知識を身に付けたいです

ね！（レポート：久納）

寄付つき商品を買うことで

子どもたちの未来を応援 !

（一社）信州アルプス大学校 社会貢献プロジェクト 第1弾

私たちは、市民の皆さまの“志”
のある消費で寄付金を集めるプ
ロジェクトを進行中です。

参加企業とともに開発した寄付
つき商品・サービスの販売で得
た寄付金を活用し、社会貢献活
動をしている子ども関連団体へ
の人的支援（専門家派遣）等を
実施することで、子どもたちの
未来を応援します。
参加企業（店）にとっては、寄付つき商品を販売することで販
売促進と社会貢献、企業イメージ向上につながります。まずは
お気軽に当プロジェクト事務局までお問い合わせください。

“しおじり1％Project”

【お問い合わせ・申込先】
しおじり1％Project事務局(一般社団法人信州アルプス大学校内)
TEL.090-8597-2875(担当:吉国) shinshu@alps-univ.net

http://www.alps-univ.net/report/7%E6%9C%8815%E6%97%A5%E3%80%80cookin-english-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8F%B0%E6%89%80%E3%80%81%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%81%A7%E3%81%8A%E6%96%99%E7%90%86/

