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編集“後記”だから、ほかのすべ

てのページを作って最後にこの文章を書くことにしてます。多

くの雑誌にこういうスタッフのつぶやき的コーナーはあります

が、そこまで読んでくれてる人どのくらいいるんだろ…。だか

らそんなに大事なことは書かなくて、ホントにつぶやき程度。

でも、でも、載っているからには読んでもらいたい！というの

が編集者の本音です。オモテに見えてる誌面のウラにいる人た

ちを少しでも感じてくれたら！（広報担当・編集長きたはら）

次号「春プス」は

3月15日発行予定です（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

地元新聞に続々と取り上げられています！

「はじめての塩尻ワインの会」大盛況！

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

スの内容もご自由です。また、協賛店加盟にあたって

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です。あなたの店に、新たなお

客様を呼び込むきっかけにしませんか？ 加盟店はプ

ス大ホームページに掲載するほか、登録学生向けメー

ルマガジンや、当ペーパーでご紹介します。
詳しくは事務局へお問い合わせください。ホームペー

ジの専用フォームもご利用ください。

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

あなたの文章、言いたいこ

とがきちんと伝わっています

か？「伝わる文章」を書くコ

ツを、プロのライターが伝授

します。春から予定するワー

クショップ連続講座の準備編

として、文章作成の基本をお

伝えします。要参加費

今年夏から秋にかけて、信

濃毎日新聞、松本平タウン情

報、市民タイムスなどの地元

新聞媒体各紙に、プス大のト

ピックスが続々と取り上げら

れました。ますます認知度も

上がってきたでしょうか？

プス大は今後もさまざまなメ

ディアで情報発信をしていき

ます！

塩尻市観光協会が主催し、

プス大が協力する、塩尻観光

ワインガイドによる初の自主

企画「はじめての塩尻ワイン

の会」が9月のBlanc(白)、

11月のRouge(赤)の2回開

催されました。初心者向けの

気軽なワイン会には、延べ約

60名が参加。塩尻ワインの

知識を頭に入れた後、会場と

なったフレンチレストラン

「ミルポワ」の素晴らしい料

理とともに味わいました。

「ワインはあまり飲んだこと

がなかったけど、いけるか

も」などの声も聞かれ、ワイ

ンとの楽しい出会いがあちこ

ちで生まれたようです。

信州アルプス大学の

いろいろな話題を集め

ました！

冬のただ中に生まれました…

プス大はもうすぐ1周年 !

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！

あなたの文章をレベルUPする

4つのプロ技(スタートアップ編)
1/21(土)

開校1周年記念イベント

2017年1月に信州アルプ

ス大学開校から丸1年となる

のを記念し、イベントを行い

ます。小口利幸塩尻市長の講

演、NPO法人日本アーティ

スト協会代表・宇田川哲男さ

んの講演、そのほか、硬軟取

り混ぜたプス大らしい企画を

準備中です。もちろん一般参

加大歓迎！ 詳しい内容は決

まり次第ホームページなどで

お知らせします！ 要参加費

2/26(日)

税金や保険、金融商品など

の情報は、なかなかとらえど

ころがなく難しいものです。

ファイナンシャルプランナー

3級の勉強を通して、社会人

として実生活で役に立つ知識

を学びます。試験対策も行い

ながら、ふだんの生活で実際

に“使える”情報を、ママさ

んFPの唐澤千恵美さんがお

伝えします。要参加費

実生活で役に立つ！ファイナン

シャルプランナー３級講座
時期未定

地元に暮らす、幅広い世代の260名を

あなたの店のお客様にするチャンス!!

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


授 業 レ ポ ー ト

10月15日

テーマは「Amaz◯n vs

楽◯」！２つの有名ネット通

販サイトについて意見交換を

行うプログラムです。それぞ

れのいいところ、悪いところ

について話し合いました。参

加された皆さんにも、それぞ

れ好きなサイトに分かれても

らってトークに参加いただき

ました。結果、Amaz◯n優

勢で幕を閉じました。それぞ

れの得手不得手を出した時

に、Amaz◯nの使い勝手が

一枚上手だったよう。「比べ

てみる」話題はわかりやすい

上に、生活に役立ちます。ま

たやりたいものですね。（レ

ポート：與曽井）

サルパにこのシェフあり！

のフォンターナ・デル・ヴィ

ーノ野中シェフに今回も腕を

振るって頂きました。ピーナ

ツかぼちゃ、りんごなどの野

菜や果物、乾物のうどんや缶

詰など買いすぎたストック

品、真鯛の御頭、鶏肉、ハー

ブなどバラエティ豊かな食材

が集まりました。料理を始め

る前、食材を前にメニューを

考える野中シェフ（この時の

シェフの頭の中を覗いてみた

いものです）。そしてシェフ

の指導のもと、みんなで手分

けしての調理タイム。和気あ

いあいと楽しく時間が過ぎま

した。できた料理は９品！そ

の中には、原点回帰という今

回のテーマに沿って作られた

メニューもありました。（レ

ポート：宮澤）

ファイナンシャルプランナ

ーであり、3児の子育て中の

ママでもある唐澤千恵美さん

から源泉徴収票の読み方を教

えていただきました。源泉徴

収票を理解することで、所得

税や各種控除、いろんな税金

の仕組みを知るきっかけにも

なります。唐澤さんのアドバ

イスももらいながら自分自身

の数字を計算するのはドキド

キ。「自分で自分のお給料の

行方を計算すると、税金につ

いて理解でき、節税意識も生

まれていいですよ」と話す唐

澤さんとは、FPの知識を生

かした家計講座を来年から始

めます。（レポート：中村）

11月26日＃032

少しの工夫で家計にうれしい！
冬の省エネ実践講座

9月17日＃025

ヘビーユーザーに聞け！
ネット通販利用のポイント

10月15日＃027

女子だって特撮を語るよ！
～特撮女子会cafe＠えんぱーく～

10月15日

9月17日

10月15日

11月26日
えんぱーく前より、地域振

興バスに乗り強清水（上西条

神社）へ。神社の脇を見てビ

ックリ！水がコンコンと湧き

出ていました。境内にあのよ

うに豊富に湧く泉は見たこと

がありませんでした。強清水

から歩いて常光寺へ。大きな

杉や桜の大木があり「春に来

たらとても綺麗なお寺でしょ

う」と想像しました。常光寺

から慈光院の前を通り過ぎ、

三嶽神社。「茶湯の妙水・美

味」とありました。強清水と

共に塩尻市の『ふるさとの水

20選』に選ばれた水です。

ここで雨が…。残念ながら今

回はここまで。『景観さん

ぽ』のお陰で、知識が増え、

意識も高まりました！（レポ

ート：ちひろ）

阿南町で古民家を改装して

コミュニティカフェ「おども

カフェ」をオープンした尾崎

真理子さんは阿南町の地域お

こし協力隊でした。町には夜

遅くまで飲める居酒屋や若者

が集まれる場所がなく、尾崎

さん自身が中心になってカフ

ェ開設に動くことに。全部を

自分がやらなきゃと思ってい

ましたが「こんな田舎で若い

自分がやっていると周りが心

配して助けてくれる」と、い

ろんな方の協力が自然と得ら

れ、これも協力隊での活動が

あってのことでしょう。今年

4月オープンを迎え半年が経

ち、たくさんの人たちで賑わ

っているおどもカフェですが

課題も見えてきました。「飲

食店としてのイメージが強く

なり料理にレベルが求められ

るようになってきた。あらた

めて事業計画を練り直し、採

算が取れる営業に乗せていか

ないと」。今回の講座には、

創業やカフェ経営を考えてい

る女性の参加者が目立ちまし

た。尾崎さんの元へ質問にい

く姿も見られ、興味深く聞か

れていたようです。（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。

11月26日＃033

人生の楽園
～みなと喫茶部創業記～

春に開催した電気料金講座

に続き、環境・省エネの学習

会を多数開催している宮澤信

さんの、熱エネルギーを上手

に使う冬の省エネ講座です。

前半は熱エネルギーの基本知

識を講義。一番の気づきは、

アルミの研磨面の熱を遮るチ

カラが桁違いということ。断

熱シートの多くにアルミシー

ト蒸着製品が多いのも納得。

後半は、そのアルミ蒸着シー

トを使って効率よく断熱して

いる宮澤家の具体例で効果を

実感。特に窓の工夫は必見で

した。（レポート：渡辺勉）

＃026

地域の魅力、再発見！
～塩尻景観さんぽ ２～

＃029

ハロウィンコスチューム手作り講座

＃028

地域コミュニティカフェ創業記

＃030

冷蔵庫に余った食材、おいしく変身！
第4回サルベージ・パーティ

＃031

あなたの知らない源泉徴収票の世界
11月26日＃034

ぴんぴんころりはまずは足下から！
自宅でできるフットケア

事業計画の段階で町の人たちが深く関わっている点
がおもしろかったです。／新しいことに挑戦してい
る方の人生について聞けて勉強になりました。ダメ
だったことを率直に話してくださり印象的でした。授

業
後アンケートから

プス大としては異色の、オ

タクなトーク会が行われまし

た！特撮ドラマは、男性は多

くの方が子どものころ夢中に

なって見ていたと思います

が、女性にもファンはいるは

ず！と、あえての女子限定

に。ゲストのイラストレータ

ー・香坂真帆さんとともに、

トークは熱く盛り上がりまし

た！現在連載を持っている特

撮系雑誌や、昔の連載をまと

めた単行本を持参した香坂さ

ん。業界のウラ話なども興味

深く聞かせていただきまし

た。（レポート：北原）

ハロウィンを前に、かわい

いコスチュームを手づくりし

よう！という講座には、お子

さんとお母さんのペア4組と

小学生2人姉妹が参加。幅広

ゴムと黒・紫・オレンジのチ

ュールで「ふわふわ魔女っ子

スカート」、プラコップと画

用紙とモールで「かぼちゃの

お菓子バケツ」を、さらに余

ったチュールで魔女帽子をデ

コレーションしたりと、針も

糸も使わずお手軽に完成！小

さいお子さんも、お母さんを

上手にお手伝いしながら作っ

てくれました。作り方はどれ

もカンタン、材料も手に入れ

やすいので、アレンジをして

みたり楽しめそうです。参加

してくれた子どもたち、あり

がとうございました♪（レポ

ート：北原）
かかとのカサカサが気になっていたのですが、実践
していただいたことで、自分でもケアできそうだな
と思いました。深爪がいけない理由がわかりまし
た。医学的な裏付けがあり説得力がありました。授

業
後アンケートから

長野市で看護師をされ、日

本トータルフットケアマネジ

メント協会の医療フットケア

スペシャリスト、伊藤希和子

さんを招いての講座。伊藤さ

んは看護師として足を痛めた

方をたくさん見てきた経験か

ら、フットケアスペシャリス

トを目指し、足の大切さにつ

いての周知活動をされていま

す。今回は自宅でできるフッ

トケアについて。特に爪の切

り方はこれまでやっていたの

とはぜんぜん違って、びっく

り！さらに今回実演として、

丁寧に足の爪周りやかかとの

かさかさなどをケア。お年寄

りもそうですが、若い女性に

も大変気になるフットケア。

足そのもののケア、靴選び、

歩き方などなど広がりもあり

ます。プス大では引き続き健

康講座を開催していく予定で

す。（レポート：中村）

塩尻市でカフェ「みなと喫

茶部」を経営する井駒由佳さ

んを迎え、テレビ朝日『人生

の楽園』でも紹介された、会

社を辞め創業にいたるまでの

経緯、苦労や喜びをお話しい

ただきました。みなと喫茶部

はクラフト教室併設のカフ

ェ。元企業デザイナーの井駒

さんが、自分が思うものづく

りをしたい！という一心で家

族を動かし、地域を巻き込

み、開業。創業してからは会

社員の頃とは毎日が全く違う

という井駒さん。苦労や壁に

ぶちあたりながら、周りの方

の支援やご縁によって乗り越

えられているとのこと。会場

にお持ちいただいたご自身の

作品もオリジナリティ溢れる

ものばかり。創作意欲がます

ます高まっていることが伺え

ました。（レポート：宮澤）


