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“市民活動”って自分とは縁のな

い世界…と思う人は多いかも。私自身今もそう思ってます。た

だ言えるのは、本業でなかなかやらせてもらえない、実はホン

トにやりたいことを、今この場で実現してます！楽しい！ふだ

ん「もう少しこうなら…」と感じてること、何とかできる市民

団体があるかもしれません。『市民活動図鑑』で探してみてく

ださい！職場や家庭とは違う自分が活きる場を、自分で作るこ

ともできる、それが市民活動！（広報担当・編集長きたはら）

次号「冬プス」は

12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

『しおじり市民活動図鑑2016』発行！

「えんぱーく物語2016」で市民団体と交流

開校半年を前に、楽しく学生交流会

ハロウィンコスチューム

手作り講座

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。

松本市内有名ホテルでシェフを務めたオーナ

ーの本格フレンチ。車椅子でも楽々バリアフ
リーの店内や、箸の用意などは「普段着でど

うぞ」というオーナー夫妻の思いから。信州

・塩尻産食材とフランスの食材とを使ったボ

リューム十分のメニューが、コース、アラカ

ルトで味わえます。ランチコースは1,300円
～とリーズナブルに楽しめるのも魅力的！

塩尻市広丘吉田552-3
0263-88-3918
営業時間／
ランチ11:30～15:00（L.O.14:00）
ディナー17:30～22:00（L.O.21:00）

定休日／火曜日、第2水曜日
restaurant-mirepoix.com

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

塩尻市はワインで有名です

が「かえって身近すぎて飲ん

だことがない」「ワインは敷

居が高くて…」などと思って

いませんか？そんな初心者の

方向けの肩肘張らないワイン

会です。美味しいお料理と一

緒に塩尻ワインを少し学んで

みませんか？今回は白ワイン

を、次回11月19日は赤ワイ

ンをメインにした２本立て。

塩尻ワイン入門に最適です！

主催：（一社）塩尻市観光協会

誰でも申し込めるオープンキ

ャンパス講座（要参加費）

※会場となる「レストランミ

ルポワ」は裏表紙でご紹介し

ています！→→→

塩尻市や周辺地域で活動し

ている市民活動団体を紹介す

る無料ミニブック『しおじり

市民活動図鑑2016』を、プ

ス大が編集し、えんぱーくら

ぶが発行しました。これまで

一般の皆さんにはイベントな

どで市民団体の紹介をしてい

ますが、その時限りの広報で

は「よくわからない」という

思いを持つ方も多いのが現

状。そこで、いつでも手元に

置いて情報を見られる小冊子

を作成しました。えんぱーく

のほか、塩尻市内9カ所の公

民館、松本市の市民活動サポ

ートセンターなどにも設置し

ます。ご自由にお持ちいただ

き、ちょっと気になった時に

パラパラめくってみてくださ

いね！ 気になる活動が見つ

かるかもしれません。

6/18(土)、学生の皆さ

ん、まだ学生でない方、そし

てスタッフも加わっての交流

会を開きました。「プロレス

式10カウントエクササイ

ズ」の講師を務めた元プロレ

スラー、スタッフの征矢によ

る“プロレス技を日常に生か

すミニ講座”(!?)や、この冬

開講予定の「2時間で魔法使

いになれるマジック入門ワー

クショップ」の予告編とし

て、マジシャンRYOMAの

マジックタイムなど、楽しい

余興で雰囲気もほぐれまし

た。ゲストの皆さんどうしの

交流も生まれ、あっという間

の2時間半となりました。

8/27(土)、えんぱーくや

塩尻市周辺で活動する市民団

体の懇親会「えんぱーく物語

2016」が、えんぱーくのサ

ポート組織えんぱーくらぶの

主催で開かれました。えんぱ

ーくに関わって活動していて

も顔を合わせることが少ない

団体どうしの親睦を深める目

的で、市民団体関係者などが

出席。えんぱーくらぶ食育グ

ループの皆さんによる、地元

の食材をふんだんに盛り込ん

だおふくろの味がずらりと並

び「おいしい！」と大好評！

各団体の方からそれぞれ、活

動や今後の予定などについて

もお話しいただき、有意義な

ひとときになりました。

10月といえば、毎年恒例

「ハッピーハロウィーンin

しおじり」！この講座では、

女の子向けのかわいいハロウ

ィンコスチュームを手作りし

ちゃいます！ 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！

食欲？ スポーツ？

プス大は学びと愉しみの秋 !

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！

ランチコース注文の方に限り

コースドリンクおかわり1杯無料！

本格なのに、気取らない。
普段着で気軽にカジュアルフレンチ！

（ご本人のみ・他サービスとの併用不可）

10/15(土)

塩尻観光ワインガイドによる

はじめての塩尻ワインの会Blanc
9/24(土)
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第4回サルベージ・パーティー

“原点回帰”
皆さんが持ち寄った冷蔵庫

の余りものを、すてきな料理

に生まれ変わらせます。今回

も「フォンターナ・デル・ヴ

ィーノ」野中健一シェフの協

力で、「原点回帰～get

back to the origin～」

をテーマに、あっと驚く魔法

が見られますよ！ 要参加費

10/15(土)

さらに、プス大初のマニアックなフリートー

ク会も予定！ テーマは…「女子」×「変身」!?
10/15(土)

http://www.alps-univ.net/
http://www.alps-univ.net/
http://www.restaurant-mirepoix.com/


授 業 レ ポ ー ト

8月4日＃021

おしゃれプチクラフト講座
～まぁるいアクリルたわしを編もう！

これまでガイドブックに頼る旅行（ツアー）で
したが、旅行前に歴史・文化などの勉強をして
いく方が深い旅行になると思いました。／以前
に見てきた建物の写真が出てきて、懐かしく感
じました。事前に勉強して出掛ける必要性を感
じ、以後はしっかり予備知識を持って旅行した
いと思います。

お菓子作りに興味のある総

勢7名で、夏にぴったりの爽

やかチーズケーキを作りまし

た！初めて顔を合わせたメン

バーでしたが、すぐに打ち解

けてチームで柔軟に協力して

作業を進める姿にびっくり。

冷蔵庫でケーキを冷やし固め

ている間に、中倉先生からの

ヘルシーな材料の見分け方の

ミニレッスンを受けて、知識

もバッチリ教えていただきま

した。完成したレアチーズケ

ーキは、甘すぎず、レモンと

ラズベリーの甘酸っぱさが爽

やかでありながら、しっかり

と食べ応えもあるデザート

で、１つたったの110キロ

カロリー☆会話も弾み、とっ

ても楽しい講座になりまし

た。（レポート：久納）

講師の高橋さんは、100

均商品などを利用し、おしゃ

れな雑貨を作っています。ま

ずはアクリル繊維が汚れを落

とす仕組みなどを講義。被服

学科卒の高橋さんだからこそ

の専門的な解説。次は実技。

途中、手先がややぎこちなく

なる場面もありましたが、高

橋さんが丁寧にフォロー。手

順を確認しながら編み進めま

した。2色の毛糸を使ったア

クリルたわしが完成！自分で

作ったたわしは愛着もわくも

の。丁寧に扱おうという気持

ちも、エコにつながるのかも

しれない、と感じました。

（レポート：北原）

前代未聞の『お子さま先生

による講座』。先生は幼稚園

年長さん、小2・5、中1の4

人。どうやって授業をと思え

ば、いきなりのクイズ形式。

クスッと笑える選択肢などが

混ぜてあり、ワイワイとあっ

という間に終わりました。大

人の生徒さんから珍回答が飛

び出し、一気に和やかなムー

ドに。子どもたちに感想を聞

いてみると「大人って優しい

人が多いなって思った」「僕

たちに合わせて、面白いこと

を言ったりして、大人の生徒

さんが楽しんでくれて嬉しか

った」との事でした。（レポ

ート：久納）

8月20日＃024

ヨーロッパ旅行を10倍楽しむ法
～ヨーロッパの歴史と文化を知る～

6月18日＃016

え！食べても大丈夫
ヘルシー・チーズケーキを作ろう！

7月16日＃019

地域の魅力、再発見！
～塩尻景観さんぽ １～

全国一斉「新・CSR検定

長野県試験会場運営責任者」

の渡辺勉さんから新CSR検

定について学びました。

CSRとは、Cooperate

Social Responsibilityの

略で「企業の社会的責任」と

訳されるもの。ただ近年「よ

り積極的に社会的課題の解決

をする」というニュアンスを

出すため「企業の社会対応

力」といっているそうです。

話を聞きながら「消費者の選

択基準が、社会的に意味のあ

るもの、世の中をよりよくす

るものかどうかという方向に

変化しつつある」といった話

を思い出しました。価値観が

変化して、同じ価格、同じ品

質なら、より「社会的に意義

があり」「より共感できるも

の・会社」を選択するように

なっているんでしょうね。一

通りのお話を聞いた後の模擬

試験ですが…けっこう難し

く、皆さん苦戦されていたよ

うでした。働くということに

ついても普段と違う視点で考

えるきっかけになった授業で

した。（レポート：竹内）

7月16日＃020

ヤル気満々小僧育成計画（序）
～若者が現代社会を生き抜けるように～

6月27日＃017

食育講座：伝統食を学ぼう

7月9日＃018

お星さまキラキラ
七夕飾りデコレーションづくり

8月20日＃022

教えて、こども先生！
妖怪ウォッチ＋プリキュア講座

長野県の伝統食であるおや

き作りを学んだ今回の講座。

中身は、美味しくて健康的な

ひじきとくるみの炒め物と、

ナスとひき肉の炒め物です。

食育グループのベテラン先生

のゲキが飛ぶのもこの講座の

魅力の１つ。「奥さん！そう

じゃないのよ」「こうするの

がコツなの！」と、上手に作

る秘訣をビシバシ伝授してく

れるのです。最近めっきり減

ったように思われる、口八丁

手八丁のかぁちゃんから、信

州の味を教わり、受け継ぐこ

とができた素晴らしい講座と

なりました。参加者からは

「皮がふっくらしていてとて

もおいしかった！」「本には

載っていないうまく作るコツ

を直接見せてもらい、教われ

てよかった」などの声が聞か

れました。（レポート：久納）

老若男女、家族み～んなで

集まって、仙台風七夕飾りを

作りました！仙台の飾りは長

野県では見たことのないもの

がいっぱい！紙衣（かみごろ

も）、巾着（きんちゃく）、

投網（とあみ）に屑籠（くず

かご）の４種類の飾りには、

日本のご先祖様が様々な天災

などにも負けずに生き抜いて

きた中で育まれた美しい願い

が込められています。東日本

大震災で被災した、仙台、東

北や先日地震があったばかり

の熊本復興の願いも込めて、

丁寧に一枚一枚折って作った

七夕飾りが８月７日までえん

ぱーくの壁を飾ります。（レ

ポート：久納）

飾りの作り方を知ることができたのはもちろん
ですが、それぞれの「いわれ」も知れて、とて
もよかったです。遠い宮城県の七夕はなかなか
触れる機会がないですが、地元の人の話を聞け
たのでうれしかったです。学生時代、仙台七夕
を見て感動したのがよみがえりました。

えんぱーく東口から大変な

暑さの中、出発。普段は車で

の移動のため通ることのない

裏道に入り早速ワクワク。え

んぱーくからこんな近くにこ

んなにも魅力的な風景があっ

たとは…。都会のオフィス街

と違い、大通りから入ったす

ぐ周辺の脇道には生活されて

いる地域の方々の暮らしがあ

りました。その中には商売繁

盛を祈る稲荷神社があった

り、目立たないけれど今も盆

踊りなどで地区の集まる場と

もなっている小さな神社もあ

りました。地域を歩くこと

で、その場所に生きて来た方

々の気持ちのようなものを少

しだけ引き継いだような気持

ちに自分がなれたことが初め

ての発見です。（レポート：

千神）

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。

社会の荒波を乗り越えて若

者たちが生きいきと活躍する

には何が必要なのか学ぶ講

座。まず参加者が中高生だっ

た頃の選択や判断で後悔して

いる事を思い起こし、シェア

するところからスタート。そ

の後、若者を取り巻く社会状

況をデータを見ながら把握し

ます。原先生の考える、若者

たちがヤル気満々でこの社会

を生き抜ける方策を教えてい

ただきました。子どもたちが

自立して生活ができるように

なるには、今から大人たちが

どのように関わるかが重要で

あると考えさせられる講座で

した。（レポート：久納）

8月20日＃023

CSRリーダーになろう！
「新CSR検定3級」解説講座

ヨーロッパを知り尽くした

戸部先生に、ヨーロッパ旅行

を充分に楽しむために知って

おくべき多くのことをお話し

いただきました。ご自身がヨ

ーロッパ各地を旅行して撮影

したたくさんの写真を使い、

旅行をより楽しく意義深いも

のにするために特に重要な民

族・歴史・宗教についてお話

しいただきました。ヨーロッ

パは同じに見えますが、実は

各国はとても「個性的」だと

いうことで、文明や文化の特

徴や、また各国の共通性はど

のように各地に広がっていっ

たのかということを、わかり

やすく教えてくださいまし

た。（レポート：宮澤）

中倉先生のご自宅で採れたラズベ
リーとレモンバームを飾って！

楽しさがそのまま
こーんな笑顔に！


