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信州アルプス大学だより・冬

9月のヴォイトレ講座。レポー

トと写真だけでも充実した内容が伝わってきました。私自身、

自分の声にコンプレックスがある一人。考えを口で伝えきれて

いるか、いつも自信がありません。ですが、人から話を聞き出

すインタビューという仕事では、もしかしたら逆に適している

のかも、とも思います。あ、PTA総会で議長をやった後「適

任！」とお褒めいただいたなぁ。「静～粛に!!」とか思いっき

り言ってみたいです（笑）。（広報担当・編集長きたはら）

次号「春プス」は

3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

子どもたちの未来を支える活動、本格始動！

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。

信州アルプス大学には「学食」「生協」と呼ぶ協賛店
があります。プス大の学生証を提示された方に、何ら

かのサービスを提供していただけるお店を募集してい

ます。飲食、物販などジャンルは問いません。サービ

ス内容もご自由です。また、登録料などの費用は一切

発生いたしません。登録学生の年代は10代から70代
までと幅広く、ほとんどが地元在住の方々。新たなお

客様を呼び込むきっかけにしませんか？

また、加盟店向けの販促支援サービスも行います。

①プス大メルマガでのイベントやお知らせの配信
②プス大LINE@を用いたリピートのきっかけづくり
③プロフェッショナル人材による
販売促進のアドバイスやコンサルティング

などを予定しております。詳しくは事務局へお問い合

わせください。

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

プス大の社会貢献プロジェ

クトとして立ち上がった「し

おじり1％Project」が、こ

のほど本格的に始動しまし

た。協賛企業と開発した寄付

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）などを行い、子どもたち

の未来を応援するこのプロジ

ェクト。12月22日には協賛

11企業（12/11現在）とプ

ス大の間で覚書を取り交わし

ました。今後は、協賛企業を

さらに増やし、支援先団体の

募集を開始する予定です。

身近なお店などでこのロゴ

マークを見かけたら、ぜひ手

に取ってください。その買い

物が子どもたちの未来につな

がります！

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！

地元に暮らす、幅広い世代の337名を

あなたの店のお客様にするチャンス!!

※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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新酒で乾杯！ はじめての塩尻ワインの会

4月のロゼ、7月の泡に続

き今年3回目となるワイン会

は「新酒」がテーマ。塩尻の

新酒10種類以上に加え、ボ

ージョレ・ヌーボーを取り揃

えました。新酒はフレッシュ

で華やかな香りもして、とて

も飲みやすいものが多かった

です。ゲストとして山形の大

池ワイナリーさんにお越しい

ただき、醸造責任者の横町さ

んからシードルについて説

明。3種類のシードルの飲み

比べも面白かったです。

しおじり市民活動図鑑2017を発行しました

去年に続き、今年も「しお

じり市民活動図鑑」を発刊し

ました。B5版36ページにボ

リュームアップし、デザイン

もすっきりした印象になって

います。地元で活動している

団体が一覧できる冊子は、あ

りそうでなかったもの。興味

のある団体を見つけてコンタ

クトしてみてくださいね！

えんぱーくなどに設置してい

ます。

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

んから学ぶ、大切にしたい足

の健康を学ぶ講座。この冬も

引き続き開催します。意外と

わかっていない足のことを知

って、これからの生活に生か

しましょう！ 要参加費

2/24(土)
自宅でできるフットケア

今から始めるあしらぶ習慣

2018年１月に開校から3

年目を迎えるプス大。開校式

で記念講演をされた、社会学

者で京都市まちづくりアドバ

イザーの谷亮治さんに再びお

越しいただきます。「モテる

まちづくり」とは？のお話、

地域づくりに関するディスカ

ッションなどを予定していま

す。 要参加費

3/17(土)
開校2周年記念講演 谷亮治さん

「モテるまちづくり２」(仮)

プス大の運営をお手伝いしてくれるスタッフ募集中！ 授業コー
ディネーター・サポーター、web・LINE＠運営、メルマガ・フ
リーペーパー作成、運営資金管理など、やることいろいろ。会社
のお給料では得られないプライスレスな経験と、プラスαの何か
が身につきます！ 興味のある方はメールで事務局へ。

いろんなプロと

知り合いたい

“読まれる”

メルマガ

作りたい
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本業で

できないことを

実現したい

写真撮りたい

文章書きたい

web運用・

LINE＠運用の

経験を

積みたい

プス大スタッフ求む！

コミュニケーション力が上がる！

人生が変わる！

「ヴォイストレーニング講座」

の様子は中面で！

この不思議な手のカタチは
一体…！？

今の活動を

もっと広めたい

www.alps-univ.net
www.alps-univ.net
http://www.alps-univ.net
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授 業 レ ポ ー ト

プス大の定番授業「塩尻景

観さんぽ」、今回は秋晴れの

中、ワイナリーを巡るワイン

さんぽとして開催しました。

9月の土日は信州ディスティ

ネーションキャンペーン

（DC）の一環で、えんぱー

く前から信濃ワインまで無料

のシャトルバスが運行されて

います。行きは散歩、帰りは

バスを利用するツアーです。

この季節、実りの秋の塩尻

は、たくさんの果物が実を付

けていました。ぶどう畑から

はナイアガラのいい香りがし

てきます。こんなにも地元で

果物がなっているなんて初め

て実感しました。第1目標の

井筒ワインで記念撮影。井筒

ワイン隣の五一ワインでは、

塩尻観光ワインガイドの方か

らぶどう畑を案内していただ

きました。五一ワインを後に

して15分ほど歩くと、最終

目的地の信濃ワインへ到着で

す。かなりヘトヘトになって

しまいましたが、ロゼワイン

と赤ワインをみんなで飲んで

ほろ酔いです。歩いてここま

でやってきて、感想で話が盛

り上がりました。売店でお土

産も購入してバスで戻りまし

た。6月のワイナリーフェス

タでもバスでワイナリーめぐ

りができますが、こうして歩

いて回るとぶどう畑の空気感

を実感できます。散策してワ

イナリーを巡るツアーはなか

なかいいものだと思いまし

た。（レポート：中村）

9月9日

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。

9月16日＃049

人生が変わる！
ヴォイストレーニング講座

10月21日 11月18日＃052

夫婦円満セミナー
～夫婦の航海図を手に入れよう！～

＃048

塩尻景観“ワイン”さんぽ

ヴォイスコンサルタント／

スピーチ・プレゼンテーショ

ン・コミュニケーション講師

／発声技法研究者という肩書

きで、経営者や国会議員、俳

優・歌手など多方面でスピー

チとプレゼンテーションコン

サルタント等で活躍する、林

重光先生を迎えた講座です。

参加者は「子どもの面接の参

考に」「人前で話すことが多

いがいつも緊張してしまう」

「以前のトラウマでスピーチ

が不安」「声の低さがコンプ

レックス」「接客業の参考

に」など目的を持った皆さん

でした。林先生は、一人ひと

りの課題に寄り添うかたちで

進行。話す前の自分の心の状

態を知る大切さ、手の握り方

で呼吸法が違うことで緊張度

合いが変化すること、手首・

足首が硬くなると声が固くな

ること、不安の克服方法、そ

んきょの姿勢が一番リラック

スして話すことができるなど

など、2人一組でカラダとこ

ころの不思議な関係の実験を

体験しながらの楽しい講座で

した。カラダとこころの使い

方一つで、話す力やコミュニ

ケーション力がUPすること

を実感でき、スピーチや会話

の極意みたいなイメージが少

し見えた気がする貴重な時間

でした。（レポート：渡辺）

10月21日＃051

女性起業家物語
自然の処方箋で健康を広めたい！

11月18日

＃050

自宅でできるフットケア
今から始めるあしらぶ習慣

＃053

ヴィーガン(マクロビ)スウィーツ講座
［筑北キャンパス］

20代から70代の11名

（＋キッズ3名）が参加し、

地元産の野菜や果物をふんだ

んに使ったスイーツ製法を学

び、味を堪能しました。林檎

や栗、黒豆や豆乳、米粉が持

つ素材本来の旨味を引き出す

「マクロビ」「ヴィーガン」

のスイーツは、見た目もイン

スタ映えするゴージャスさ！

小山智恵子先生の手ほどき

で、初心者でも自慢したくな

る味と仕上がりで、楽しい講

義？でした。「次はバレンタ

インスイーツ！」とリクエス

トもあり、乞うご期待です！

（レポート：宮下）

講師は関政幸先生。ご自身

は結婚9年目で、毎月22日

の「夫婦の日」に妻の純子さ

んと会議をする中で多くに気

づき、夫婦円満のコツを編み

出したとのこと。

まず、夫婦間のどちらが優

位に立つかを巡るパワーゲー

ムをやめるには？ お互いに

奪い合い消耗してしまう関係

性ではなく、お互いの強みを

活かし、弱みを補うようなチ

ームワークが発揮できるよう

にするには、夫婦の目標・目

的の持ち方が大事。人生の目

的はおおむね4つの領域に分

けられ、夫婦間で別領域の目

的を持っていることで価値観

のズレが生じ、誤解や摩擦が

生じるのだそうです。

来年に結婚を控え、遠く名

古屋、東京から来てくださっ

た参加者さんへのお祝いにし

てくださったのが『夫婦平等

の原則』のお話。一般的な男

女平等や家事の分担といった

内容よりも一歩踏み込んだ、

エネルギーの観点からの説明

に、女性陣は「あるある！」

と納得！ これが男性は直感

的に理解しづらい部分である

とのことでした。関先生のお

話を聞くうちに、結婚するこ

とで、ひとりでいた時よりも

愛と自信にあふれ、社会の荒

波も力を合わせて乗り越えて

いけるようになるという、本

来の結婚のすばらしさを再認

識できました。講座を受けな

がらたくさんの質問を先生か

らしていただいて、普段全く

考えていないことを深く見つ

めなおした時間でした。（レ

ポート：久納）

好評のフットケア講座の第

3弾。現役の看護師でフット

ケアスペシャリストの伊藤希

和子さんが、足梗塞にならな

いための日頃のケアについて

教えてくださいました。動脈

硬化症はさまざまな症状を引

き起こす「沈黙の殺人者」と

呼ばれるそう。そのような状

態にならないために、まずは

足の動脈硬化をチェックする

ため足の血圧を測ることを教

えていただきました。足の血

圧なんて聞いたことない！と

いう参加者がほとんどで、皆

さん自分の足の動脈を確認し

ました。その後も、自分の足

をよく観察し、爪の切り方・

手入れ方法や靴の選定など、

大切なポイントを丁寧にお話

しいただきました。最後は足

の指をもみほぐして血行を良

くし、すっきりした気分にな

りました。足、大事なんだな

と改めて気づいた時間でし

た。（レポート：宮澤）

独身の頃、外資系の会社で

働いていた久保田飛鳥さんは

残業の毎日。ある日倒れ、入

院を終えて会社に戻ると、自

分がいなくても仕事が回って

いたことに愕然とします。

「今までなんだったんだろ

う？」。ここから久保田さん

は身体や健康について考える

ようになります。結婚を機に

会社を辞め長野に移り住んで

からは、普通の主婦として生

活。社会的信頼が欲しいと思

い友だちと起業します。数カ

月もたたないうちに資金繰り

が回らず、共同経営者と決

別。経営コンサルタントとも

もめて大変な状況に。あれも

これもできると思って手を広

げすぎたこと、軸がぶれてい

たことが原因でもありまし

た。そんな時期、中小企業診

断士の経営相談を受けます。

地に足のついた事業を行うこ

とを勧められ、再度事業経営

計画を立て直します。久保田

さんの会社のテーマは「食

医」。食をもって病を治す人

という意味で、母親を意味す

るそうです。信州の“母”

が、身近な食材で家族の健康

をサポートするのに役立つレ

シピを紹介し、信州の食の知

恵を多くの方に広める。久保

田さんの活動は続きます。

（レポート：中村）

こんなささいな動作で、話し方がメンタルにもいい
影響があるなんて、とっても驚きでした。これから
の人生にすごく活用できるいい方法を教えていただ
いて、とてもありがたくうれしかったです！／非常
に実践的で、すぐ試せる内容で、すぐにも明日から
でも続けていきます。／体とコミュニケーションが
関係していること、声と呼吸が関係していること
が、目からうろこで驚きました。授

業
後アンケートから

プス大では9月、信州DCに合わせ、信濃ワイン株式

会社と協力して、国内で初となる「ワイントレーディン

グカード」を発行しました。自分が飲んだワインの記録

性が高まり、トレーディングカード化することで収集

性、ワインの再購買につなげます。信濃ワイン売店でワ

インを購入していただいた方に配布しています。今後

は、市内他ワイナリーへの展開を考えています。

塩尻ワインの思い出に

ワイントレーディングカード！


