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本紙に載っている写真のほとん

どは、各講座をサポートするプス大スタッフが撮影したものを

ほぼそのまま使っています。撮るのはもちろんデジカメやスマ

ホ。デジタルデータだから差し替えやトリミングもラクラクで

す。20ウン年前、編集の世界で新人だった時代を思うと、隔

世の感がありますね～。トレペとかダーマトとか…あ～わかる

人にしかわからない(汗)。でも大変だった昔を知っているか

ら、最新技術がありがたいの!!（広報担当・編集長きたはら）

次号「秋プス」は

9月15日発行予定です（年4回発行）

編集後記

★限定特典★ プス大学生証をご提示で…

学食・生協得 ガイド

これからの

授業・講座・イベント

プス大、農業法人化!? 極秘(?)プロジェクト

全国の市民大学との交流＆勉強会に参加

「えんぱーくらぶNEWS」でプス大を紹介

ヤル気満々小僧育成計画（序）

～

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。

“皆と”笑顔になる場所に、との願いを込め

た同店のオススメは、熱々のスキレットで提
供するパンケーキ。塩尻産の食材を生かした

お食事系は日替わりランチでどうぞ！季節の

フルーツたっぷりデザート系も◎。そのほか

パスタやカレー、ドリンク類など、詳しいメ

ニューはホームページでチェック。夜間部で
はお酒も飲めます。昼も夜も事前に予約を！
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塩尻市広丘野村897-15
0263-54-1989
営業時間（※すべての時間で予約制）／
喫茶部11:00～16:00
（ランチ14:00まで）営業は水～日曜
夜間部18:00～21:00 営業は金曜

http://minato-cafe.com

上記の授業・講座の参加申し込みは

ホームページで受け付けます！

www.alps-univ.net

プス大 Topics

塩尻の中心市街地は、知っ

ているようで知らないことも

多いものです。目的もなくふ

らふらと歩くだけでも新しい

発見や気づきも多くありま

す。地域の魅力を再発見した

り、昔の懐かしい風景にも出

会えることでしょう。当日は

えんぱーく近辺の大門地区を

歩いて巡ります。 要参加費

えんぱーくらぶでは今年も

“天の川メッセージ”を計画

しています。天の川メッセー

ジを彩る七夕飾りを、市民の

皆さんと一緒に作成します。

今年も美しくえんぱーくを飾

り付けましょう！どなたでも

ご参加OK！

電話で申し込めるオープンキ

ャンパス講座（参加費不要）

水面下で進む、プロジェク

ト名「プス大農園部」。何し

ろプス大には農業に詳しいス

タッフもいて、本格的な生産

も夢じゃない!?…とは冗談

ですが、まずはスタッフ有志

の趣味的活動としてこぢんま

りとスタートした農園部。野

菜作りは日々の作業が大切

な、自然が相手の息の長い仕

事です。活動の様子はいずれ

ご報告できることでしょう！

3/15発行の広報しおじり

に折り込まれた「えんぱーく

らぶNEWS」第12号で、プ

ス大の開校と活動を紹介しま

した。プス大は「えんぱーく

らぶ」の一つの大きな柱とな

ること。これまで続けてきた

食育講座や館内デコレーショ

ンなどの活動は、プス大の授

業・講座として引き続き実施

することなどを案内しまし

た。市内全戸配布の効果もあ

り、信州アルプス大学の知名

度はさらにアップ。直後から

事務局への問い合わせもぐっ

と増えました。

5/21～22の2日間、千葉

県柏市で行われた「第2回コ

ミュニティカレッジ・バック

ステージ（CCB）」に、プ

ス大スタッフ数名が参加しま

した。設立準備中の参加とな

った昨年と違い、今回はロゴ

入りジャージーで堂々見参！

CCBでは全国各地のソーシ

ャル系市民大学が集まり、情

報交換しました。参加報告で

中村学長は「それぞれの団体

がそれぞれの形で活動してい

る様子を知れた。多くの授業

を活発にこなすところも、ほ

どほどにゆるく進めていると

ころもあり、どちらであって

も“続けていくこと”が一番

大事だと思った」と感想を話

しました。

子どもの将来への漠然とし

た不安がある。社会状況はめ

まぐるしく変化しているのに

取り残されているように感じ

る…。そんな親御さん、当事

者の中高生、教育に関心のあ

る方に向けて、ご自身も鬱

(うつ)を経験したキャリアカ

ウンセラーの原修さんが、不

安の正体をはっきりさせ、ヤ

ル気満々で社会の荒波を超え

ていくために知っておきたい

ことをお伝えします。 要参

加費

信州アルプス大学の

いろいろな話題を集め

ました！

月イチ、オトナの学びの場

プス大は開校から半年 !

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！

お食事の方に

“特製プチデザート”をサービス！

デザート系も、お食事系も！
バラエティー豊かな熱々パンケーキ

（他券との併用不可）

7/16(土)

地域の魅力、再発見！

～塩尻景観さんぽ 1

お星さまキラキラ☆

～えんぱーく七夕飾り作り

7/16(土)

7/9(土)

そして8月は“夏休み補講”と

して、いつもより数を増やし、

ジャンルもいろいろの授業・講

座を企画中！ お楽しみに★



授 業 レ ポ ー ト

山頂からの眺望。天気もよく最高の眺めでした

4月18日＃012

プロレス式10カウントエクササイズ
第1回（3回連続講座）

体力的にキツいと思っていましたが、ほかの皆
さんがいたおかげで登り切れて、達成感があり
ます。／案内していただいたので霧訪山がよく
理解できました。山は歩きやすく、よく整備さ
れていました。／ガイドしていただけると山の
楽しさは何倍もと感じました。／塩尻のすてき
な場所を知りました。今度は仲間と来ます！

「みんなが楽しんでしまう

ゲームの仕組み」を抜き出し

て、仕事や毎日の生活に役立

てるノウハウを、ゲーミフィ

ケーション・アドバイザーの

與曽井清司さんから楽しく教

えていただきました。この手

法をサービスや研修・指導に

使っている企業が多くあると

のこと。そして、ご褒美飯や

３つの贈り物（フィードバッ

ク）等、日々の自分の頑張り

に対するちょっとしたご褒美

や、お一人タイムリミットの

ように自分ルールを作って実

践することで、仕事や生活が

楽しくメリハリがあるものに

変化することを学びました。

ゲーミフィケーションは、普

段の生活や日々の仕事に気軽

に取り入れられるものが多

く、他の手法についても学び

たいという声も聞かれまし

た。（レポート：宮澤）

プス大初となる運動系連続

講座の第1回。参加者はまず

最初の自己分析セルフシート

で、現在のウエストを計り目

標を決めました。今回は10

カウントエクササイズの型を

征矢コーチから教わっていき

ました。一見簡単そうです

が、意識してやるとなかなか

上手く出来ず、はっきりとお

腹周りに効いているのがわか

ります。運動を続けるコツと

して①目標を定める、②仲間

を作る、③記録する、④短時

間で行う、があるそうです。

5人の仲間で3ヶ月楽しく続

けたいと思います。（レポー

ト：中村）

「紙芝居プレゼンテーショ

ン（KP法）」を、考案者の

川嶋直さんと交流のある平島

安人さんから学びました。

KP法はA4の紙とホワイト

ボード、マグネットがあれば

できる、とてもシンプルなプ

レゼン手段で、思考整理法で

す。伝えることの基本的な意

味や考え方、KP法の基本・

どんな場面でつかうのか・よ

いところ・効果そして弱点を

分かりやすく「伝えて」いた

だきました。最後は『自分の

好きなもの』をテーマに、

KPシートの作り方とまとめ

方を一人ひとりが体験しまし

た。（レポート：渡辺勉）

5月14日＃015

プロから学ぶガーデニング入門
えんぱーく花育てオーナー

3月19日＃006

仕事を｢ゲームっぽく｣して楽しむ3つの
コツ～初めてのゲーミフィケーション

4月16日＃009

隠れた名峰「霧訪山」の魅力と秘密
（座学編）

プス大初の屋外授業、霧訪

山登山は天候に恵まれ10人

パーティで出発です。思った

より坂道が続くのでばて気味

になりましたが、鈴木先生が

立ち止まりながら説明してい

ただいたので自分達だけで登

るよりも山のことや山野草の

知識が増えました。頂上まで

約2時間、本当の360度の大

パノラマが広がりました！遠

くには諏訪湖も顔を覗かせて

います。座学篇を経ての登山

でしたので準備万端！大満足

の登山でした。（レポート：

中村）

4月16日＃010

冷蔵庫に余った食材、おいしく変身！
第3回サルベージ・パーティ

4月16日＃011

ファシリテーション力
～これからのまちづくりの大切なチカラ

3月19日＃007

理想のカラダへ！ プロレス式
10カウントエクササイズ 説明会

3月19日＃008

賢くエネルギーと暮らそう講座
電気料金の仕組みと省エネの豆知識

5月14日＃013

「伝えた」を「伝わる」に変えよう！
紙芝居プレゼンテーション体験講座

「プロレス式10カウント

エクササイズ」とは、講師の

元プロレスラー征矢匠さんが

現役時代にやっていたトレー

ニングを、一般の人が出来る

ように簡単にアレンジしたエ

クササイズです。自己紹介の

後、どうしてプロレスラーに

なったのか、ヒストリー「征

矢物語」を話しました。引退

した今、自宅と仕事場の往復

に物足りなさを感じて、色々

な人と出会うなかで地域活性

化を知り、運動、メンタル、

食事の３つで地域に貢献した

い。プロレスラーだからこそ

出来る運動を伝えられない

か？そうやって考え出したエ

クササイズを、次回からの連

続講座で実践します。ウエス

トを引き締め「理想のカラ

ダ」を目指します。（レポー

ト：柳澤）

講師は、県地球温暖化防止

活動委員等である宮澤信さ

ん。電気料金の仕組みと省エ

ネの豆知識についてお話しい

ただきました。エネルギー問

題や電力の発電システム等の

幅広い基礎知識の後、電気料

金の請求書を見ながら、一般

的な経済の仕組みとはかけ離

れた電気料金の算出方法など

を教えていただきました。ま

た4月からの「電力小売りの

全面自由化」の概要について

も紹介。自由化の問題点や課

題についても考えました。最

後は具体的な家電を例に省エ

ネポイントを解説いただきま

した。（レポート：渡辺勉）

仕事を楽しくする仕組みを教わりました。仕事
の目標管理とゲームの仕組みはよく似ていまし
た。モチベーションアップに応用したい。／仕
事を楽しむためにゲーミフィケーションを取り
入れたいと感じ、参加しました。自分ができる
ルールでゲームを組み立て、仕事を楽しむ仕組
みがわかりました。／「仕事もプライベートも
もっと楽しくできるな」と感じました。

学生時代から山に親しんで

いった鈴木良明先生。会社員

時代に念願の松本へ異動とな

り霧訪山と出会ったそうで

す。霧訪山は、北アルプス・

八ヶ岳などの360度の大パ

ノラマを一望できる独立峰。

山に咲く四季折々の花々の紹

介があり、参加者の目を楽し

ませました。その魅力に惹き

込まれていった参加者です

が、いよいよアプローチ方法

の説明です。里山とは言って

も、危険も伴う山登り。山歩

きの装備や注意点の説明も抜

かりありません。5月14日

「登山編」を楽しみに待ちま

しょう！（レポート：清水）

レストラン「フォンターナ

・デル・ヴィーノ」の野中シ

ェフに腕を振るって頂き、春

の艶やかな料理が7品できま

した。持ち寄られた食材に

は、菜の花や行者ニンニク、

文旦などがありました。中で

も印象的で美味しかったのが

ブドウジュースを使ったシチ

ュー！豚肉にもかかわらず牛

肉のような味わいで一押しで

した。参加者はわいわいと和

やかながらも、シェフからの

指示にテキパキと調理。切り

方、食材の使い方など参考に

なり、美味しく楽しい時間を

過ごすことができました。

（レポート：宮澤）

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。

地域づくりアドバイザー福

島明美先生が講師を務め、ま

ず、まちづくりにおける話し

合いに見られる傾向をまとめ

た説明がありました。話し合

いを活性化させるためには、

仲介・進行役であるファシリ

テーターの存在が重要である

とのこと。ファシリテーショ

ン力を身につけるためには、

専門的なテクニックとスキル

が必要になります。いろいろ

な種類の手法があるなか、今

回の講座ではワークショップ

手法を体験。グループワーク

では、一人一人が積極的に発

言し、会場に活気が溢れてい

ました。（レポート：中野）

5月14日＃014

隠れた名峰「霧訪山」の魅力と秘密
（登山編）

塩尻市内の園芸好きのみな

さんにお集まりいただき、ガ

ーデンデザイナーとして活躍

されている多田先生より、ガ

ーデニングのコツを教えてい

ただきました。ご自分のお庭

の植木やお花についての質問

が飛び交い始まった講座。プ

ロから教えていただけるのだ

からと、参加者の皆さんの意

欲がうかがえます。お花の特

徴を学んでから、外に出てい

ざ実習。好きな花を３～４株

選び、寄せ植えの手順とコツ

の手ほどきを受けながら、そ

れぞれのオリジナルの寄せ植

えが出来上がりました！この

お花たちがこれから秋までの

半年間、えんぱーくエントラ

ンスで来園者のみなさんをお

迎えすることになります。

（レポート：久納）


