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学食ガイドで訪れた「うぃずの

森」。えんぱーく周辺には飲食店も多いですが、館内でちゃん

と食事できるお店は唯一こちら！ マイルドなとろとろカレー

もおいしいけど、種類いろいろのホットサンドもオススメ♪カ

レーとふわとろにはサラダ、ホットサンドにはドリンクが付き

ます。コーヒーもバラエティーがあって選べますよ。季節・期

間限定メニューもお見逃しなく！ おしるこやあま酒も気にな

るな…あ～、お腹すいてきた。（広報担当・編集長きたはら）

次号「秋プス」は

9月発行予定です（年4回発行）

編集後記

学食・生協得 ガイド

開校2周年記念講演 谷亮治さん再び塩尻へ！

プス大 Topics

プス大は今年1月で開校2

周年を迎えました。3月24

日に記念講演として、開校式

にも来ていただいた社会学者

の谷亮治さんに再び講演をお

願いしました。谷さんの著書

『モテるまちづくり』の続

編、『純粋でポップな限界の

まちづくり』を題材に、昨今

のまちづくりへ一石を投じる

お話でした。

昨今のまちづくりはいわゆ

る“ソーシャル系”で、ぴか

ぴかしてポップなイメージが

伴います。人気者や都会の学

者が横文字を並べたりして、

“普通”の僕らからはちょっ

と縁遠い感じがします。しか

し元来まちづくりとは、まち

で暮らす人々の無意識な行

動、振る舞いが原点ではない

か？と谷さんは問います。

笑顔でいること、人に親切

にすること、美人が街をさっ

そうと闊歩すること。どれも

まちづくりを意識していない

けど、そういったものが社会

資本として積み重なり、「無

意識生産～意図せぬ貢献～」

を果たしている。まちに生活

するみんなが日常的に無意識

に行っている「ふるまい」が

まちづくりの原点です。

そう捉えると、何が導き出

せるのか？ これまで気がつ

かなかった、見えていなかっ

た“限界（ギリギリ）のまち

づくり”が意識できるように

なったことで、無意識に行っ

ていた振る舞いを意識的に行

えるようになるし、無意識な

人々の行為をありがたいと思

えるようになります。みんな

がまちづくりに参加している

のです。

プス大では谷さんの「モテ

るまちづくり」を基本コンセ

プトの1つとしてきました。

あらためて谷さんの話を聞

け、特別な人たちを相手にす

るのでなく、普通の市民に向

けたものとしてより意識して

いこうと思いました。プス大

は、まちの学びのプラットフ

ォームです。敷居を低くし、

みんなが参加できる事業とし

て3年目を迎えたいと思いま

す。（レポート：中村）

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！

どれも手作りにこだわったカフェは、明るい

雰囲気で、ひと息入れるのにぴったりの空
間。コーヒーはハンドドリップで1杯ずつ丁

寧に。木曽漆器や箱根寄木細工を使った食器

類も温かみを感じます。牛すじと玉ねぎがと

ろとろに溶けたカレーのほか、食事系・スイ

ーツ系のホットサンド、ケーキやおしるこ、
各種ドリンクなど、充実のメニューです！

ぬくもり感じる器でおもてなし…
手作りを大切にするくつろぎカフェ
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★限定特典★ プス大学生証をご提示で…

ランチタイム(12～14時)の

●ホットサンド

●牛すじ煮込みカレー

●ふわとろ(あんかけご飯)

※平成30年度 市民大学プラットフォームを生かした市民講座事業
委託業務の一部として当紙を発行しています。

CCB成功目指してプス大スタッフも全力投球！

プス大 Topics

CCB（中面でレポート）

に向けて、ホスト校として準

備を重ねたプス大スタッフ。

得意分野を生かした人あり、

学長のムチャぶりに（!）応

えた人ありと、全力で健闘し

ました！

開催告知のイラストを描い

たのはスタッフ藤澤。オープ

ニングを飾ったムービーを製

作したのは事務局の久納。会

場案内バナーやゲスト用・ス

タッフ用ネームカードなどを

作った現役デザイナーの渡辺

は、巻物の仕上げデザインも

担当。そのほか、当日のお手

伝いにボランティアで来てい

ただいた方もあり、今までに

はないCCBを実現するた

め、スタッフ全員で知恵と力

を結集しました。

オープニング
ムービー

撮影開始は半年前。何せ全くの素人なので（笑）動画編集ソ
フトのインストールから手探り状態！ スタッフからフィー
ドバックをもらったりして、結局、3分の動画の編集に2カ
月くらいかけ完成しました。出演者の皆さんが楽しんでくれ
てよかったです。会ったその場で「踊ってください！」と頼
んだ方もいたんですが、意外と皆さん笑顔で協力してくださ
って。明るく楽しい雰囲気が伝わるビデオになりました！

開催告知
イメージ
イラスト 塩尻市大門一番町12-2 えんぱーく1F

0263-50-5455
営業時間／10:30～17:00（L.O.16:30）
※モーニング10:30～12:00
ランチ12:00～14:00

定休日／水曜日、図書館資料整理日（毎月
最終月曜日）

各680円を

100円引き！

「いろいろな立場の人の、たくさんの関わり方」を意識して
イメージを練りました。コミュニティーカレッジという場
は、ただ生活や仕事をするだけでは埋もれていた才能や経験
を、町を豊かにすることに活かせる場だと思います。自分の
好きなことや得意なこと、やってみたいことを、講師や受講
者、運営スタッフなどいろいろなやり方で活かしていく場所
…そんなことが表現できればと考えながら描きました！
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C C B レ ポ ー ト

各地の市民大学がえんぱーくに集結！ 全国フォーラムを塩尻で開催 第4回 コミュニティーカレッジ・バックステージ（CCB）in 信州塩尻
好天に恵まれた6月最初の3日間に開催した「第4回コミュ

ニティーカレッジ・バックステージ」(略称CCB)。プス大が

ホスト校となり、7大学・22名＋ホンモノの大学(！)の先生1

名をえんぱーくにお迎えしました。オープニングムービーで始

まった6/2(土)CCB本番。塩尻の地と、プス大をご紹介した

後、参加校の皆さんによる自己紹介。市民大学をバックステー

ジ(舞台裏)で支える各校の皆さんは、お互い顔見知りの方々も

多く、すでにリラックスした雰囲気でした。

今回のCCBのミッションは「コミュニティーカレッジ運営

“虎の巻”を作ろう！」。各大学の実践例や課題を集合知とし

て形に残し、これから生まれる市民大学の手引き書にもなるも

のを、という目的です。「授業」「組織運営」「集客」「これ

からのコミュニティーカレッジのあり方」という4カテゴリー

に分けたテーブルをシャッフルして巡りながらディスカッショ

ンし、最終的にまとめるという手順。簡単なようですが、本当

にゴールに着けるのか…と、実のところ不安でした。

6/1前夜祭 ＆ 6/3オプショナルツアーも満喫！

What's “CCB”
全国各地のコミュニティー

カレッジ（市民大学やそれ

に類する団体）によるフォ

ーラム。市民主体の新しい

学びの場の運営者が、活動

報告や運営課題などを情報

共有する。過去3回は神戸

モトマチ大学(兵庫県神戸

市)、柏まちなかカレッジ

(千葉県柏市)、土佐志民大

学(高知県高知市)が、各ホ

ームタウンで開催した。

CCBは本番以外も盛りだ

くさん！ 6/1(金)は前夜

祭として、プス大の学食で

もあるFontana del

Vinoで、おいしい地元野

菜の料理とワインとともに

皆さんが再会を喜びまし

た。最終日6/3(日)には、

オプショナルツアー2本を

実施。塩尻景観ネットワー

ク・堀内泉さんと塩尻観光

ワインガイドの学長中村が

市内ワイナリーを案内する

『しおじり景観ワイン散

歩』と、えんぱーくのふだ

んは見られない裏側まで巡

る『塩尻市民交流センター

えんぱーく探検』。多くの

皆さんに楽しんでいただき

ました！

ディスカッション終了後は小口利幸塩尻市長の講演。塩尻の

魅力や取り組みについてお話しいただきました。その間、別室

では、虎の巻製作班による急ピッチの作業が進んでいました。

講演後に、各カテゴリーごと最終発表し、まとめた内容を参

加者全員で共有しました。それが終わったタイミングで実際に

巻物として完成した“虎の巻”がお披露目！ 「おお～」と歓

声が上がり、写真に収める方も。この巻物は、各大学の皆さん

に成果物として持ち帰っていただけました。そして最後には、

次回開催校である「みんなの尼崎大学」の皆さんが抱負を宣

言。来年へのバトンが渡りました！

CCB本番を無事終え、夕方からはいよいよメインイベント

の(!?)懇親会。5階イベントホールに並んだのは、ワインエキ

スパートの資格を持つ学長中村おすすめ塩尻ワインをはじめと

したお酒各種、当地名物山賊焼きやわさびピザなど地元食材を

使った料理、さらに旬の朝取りレタスも追加！ 暮れゆく塩尻

の町と山並みを眺めながら、あちこちで歓談の輪ができ、おい

しく楽しい時間を過ごしていただけたようです。

個人的にはCCB初参加。「まず自分たちが楽しもう！」と

いう気持ちで、誰に言われるからではなく自ら動く、そんな皆

さんのパワーをビシビシと実感しました。（レポート：北原）

が、そんな心配は無用と、開始1分で判明！ テーブル回り

順とリーダーを、くじ引きで強制的に決めたのですが、各テー

ブル6～7人、初対面の方もいるはずなのに…テーブルの模造

紙は、皆さんが書き込んだ付箋紙でみるみる埋まります。そし

て付箋紙と同じく途切れない活発な発言。しかも全員が必ずし

ゃべっている！ …スゴイ人たちを見た!!

妙な感動さめやらぬまま昼休憩。プス大学食「ゆたか」特製

のお弁当には、名物馬ステーキも。えんぱーく5階からの眺め

には、皆さん大感激の様子でした。

午後、テーブルを入れ替えてディスカッション×2回、そし

て虎の巻に仕上げる段階へ。各テーブルのリーダーを中心に、

どっさり貼られた付箋をまとめます。「虎の巻の文章として体

裁を整えて」と学長中村からは命令が。スケジュールの制限も

あり、間に合うかとドキドキして見ていましたが、最後にはす

べてキッチリできあがっていました。あれだけたくさんの意見

をここまでまとめるとは！とまた驚き。コミュニティーカレッ

ジを引っ張る人たちのポテンシャルの高さを体感しました。

CCB本番の、開会からワークショップ、虎の
巻完成までのダイジェストムービーを公開して
います。QRコード、または下記URLからごら
んください。
https://www.facebook.com/alpsuniv/video
s/2057609594565529/

奈良ひとまち大学

2畳大学
こすぎの大学

みんなの尼崎大学

ゲスト参加校の皆さん

オープニングで説明に耳を傾けます

土佐志民大学

柏まちなかカレッジ

メイン会場前で受付

4カテゴリーに分かれてディスカッション

各テーブル、全セッションを通じて
固定のリーダーを中心に進行します
(ワールドカフェ形式というスタイル)

特製弁当でお昼ごはんの後は
多くの皆さんが5階テラスに出て

開放感と眺めを満喫！

プス大恒例、“ノムリエ”学長中村の
「剣's Bar」は満席！

盛大な乾杯で始まっ
た懇親会。
料理はプス大学食で
もあるTOM'sCafe
のケータリング。
地元農家の朝取りレ
タスも差し入れされ
ました！

各リーダー、合間の時間も惜しんで黙々と
意見の整理。
最後のまとめセッションでは、どのテーブ
ルも皆さん立ち上がっての話し合いが。会
場は静かな熱気に満ちていました

発表の時には、お一人ず
つ感想も述べていただき
ました
最後は巻物を広げて記念
撮影！

https://www.facebook.com/alpsuniv/videos/2057609594565529/

