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学食・生協加盟店が増えてます

よ。今回レポートしたハナレさんも、登録料の割引でご協力い

ただくことに！ 学食にはカフェや定食、居酒屋など、幅広い

ジャンルのお店が参加。生協としては、なんとコテージもご協

賛いただいています！「宿泊じゃなくてもサービスしますよ」

なんてうれしいじゃないですか♪ 私もどんどん取材に伺いま

～す!! 特典内容など詳しくはwebで。トクするにはまず学生

証を手に入れてくださいね！（広報担当・編集長きたはら）

次号「秋プス」は

9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

春も大盛況！「塩尻ワインの会Spring!」

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。

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

スマホやカメラで普段、何

気なく撮っている写真。ほん

の少しの工夫と心がけで全く

違う出来栄えになるんです。

プロが教える写真の撮り方

で、あなたのアルバムをちょ

っとだけレベルアップさせま

しょう！ 要参加費

4/22（土）、「はじめての

塩尻ワインの会」3回目とな

る春編を開催。ちょうど満開

の桜に合わせ、塩尻観光協会

副会長、信濃ワイン塩原社長

による乾杯は、季節限定の桜

の花びら入りワインで！

ふだん口にすることの少な

いロゼの新しい魅力に触れて

ほしいという思いから、今回

のテーマはロゼワイン。特別

ゲストとして吉平酒店（朝日

村）の吉平さんにご参加いた

だき、フランスを中心とした

試飲会も行いました。レスト

ランミルポワの山田シェフに

よる春の食材を使った料理の

数々と、たくさんのワインと

の組み合わせで、今回も楽し

い会となりました。

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！

7/8(土)

今回は、暑い季節にふさわ

しいスパークリングワインを

楽しみます。塩尻産と外国産

のスパークリングを飲み比

べ、塩尻ワインの魅力を感じ

ます。塩尻ワイン入門に最適

なカジュアルなワイン会で

す。主催：（一社）塩尻市観

光協会 誰でも申し込めるオ

ープンキャンパス授業（要参

加費）

7/8(土)

英会話教室を主宰するグレ

ンダ先生と、楽しく英語でク

ッキング！お料理も英語も習

えて、おいしいごちそうが食

べられるお得な講座です！

要参加費

Cook'in English ～グレンダさん

とフィリピン料理を作ろう！
7/15(土)

★限定特典★ プス大学生証をご提示で…

地元食材中心

の、体にうれ

しいナチュラ

ルフードと、

塩尻ワインを
提供。昼はラ

ンチ充実のカ

フェ、夜はお酒に合う一品もそろったバルとして

…どの時間でも楽しめる憩いの空間です。

【てつ】 ご飲食代5％オフ （金・土曜日除く）

【トムズカフェ】 ご宴会限定・乾杯用

スパークリングワインorソフトドリンク 100円
（両店舗ともご本人のみ・他サービスとの併用不可）

はじめての塩尻ワインの会

～スパークリング！夏

塩尻市大門一番町7-1ウイングロードビル1F 0263-88-2863
営業時間／ランチ＆カフェ11:30～17:00

バル＆ディナー17:00～23:00（L.O.22:30）
定休日／無休

塩尻市大門八番町3-25 0263-52-0588
営業時間／17:00～23:30（L.O.23:00）
定休日／無休

築地直送の鮮

魚と地場食材

を使った料理
が自慢の居酒

屋。角ハイボ

ール￥399な

ど種類豊富な

お酒を、信州福味鶏の焼き鳥、信州豚のホルモ
ン、そして塩尻名物山賊焼きとご一緒に！

プス大農園部、BBQ用食材調達をめざす!

スタッフ有志の趣味的活動

として去年から始まった、プ

ス大農園部。今シーズンはま

すます本格的に動いていま

す！ 今育てているのはジャ

ガイモ、レタス、トマト、キ

ュウリ、ニンニクなど。夏～

秋にかけての収穫祭、そして

バーベキューでカンパ～イ!!

を目標に農作業にいそしんで

います。

農園部が行うのは「自然農

栽培」という方法。農薬・除

草剤はもちろん使わず、基本

は不耕起（耕さない）。米ぬ

かと天然の油かすを補う程度

で肥料も与えず、水もあまり

に乾いた時だけあげます。お

かげで異常気象に強い畑だそ

う。たくましく育ったおいし

い野菜が味わえるでしょう

ね！
※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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構図しだいでこんなに変わる！

プロから習う写真の撮り方

歴史と自然に彩られた漆の

まち木曽をふらふら散歩！

参加者の皆さんとのんびりと

景観を楽しむイベントです。

地域の歴史・文化、美しい大

自然をみんなで体感しましょ

う。要参加費

7/15(土)
塩尻景観さんぽ

漆のまち木曽 伝統の魅力発見

土にふれる癒やし、収穫の喜び…

プス大スタッフも体感中！

「農園部」活動レポートはTopicsで！

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


授 業 レ ポ ー ト

防災士の資格を持ち、自ら

も実家の石巻が被災した山上

昌代さんから、防災に関する

初歩の知識を学びました。

まずクイズで、地震が起こ

った時に安全を確保する行動

を確認してもらい、次に山上

さんご自身の防災グッズを紹

介。ほとんどの品が100円

ショップで購入できたり、ビ

ニール袋１つがナップサック

や三角巾になったりと、ちょ

っとテクニックを知っていれ

ば役に立つことも！ ツナ缶

を用いた照明器具など、特別

な物でなくても使える方法を

知っているのと知らないのと

では大違いです。

参加者も、消防団員や防災

グッズを制作している会社さ

んなど意識の高い方ばかり

で、みなさん実際に被災体験

のある山上さんのお話に聞き

入っていました。防災も堅苦

しく考えず、楽しく学ぶこと

が大切だと山上さんは話され

ていました。（レポート：中

村）

3月18日＃038

楽しく学ぼう 防災の初歩

3月25日

本年度最後の授業は塩尻景

観さんぽの座学講座でした。

講師の石井さんは、木曽平沢

在住の一級建築士でもあり、

文化財的な視点で塩尻の建物

を見ていらっしゃいます。

驚いたのは塩尻市が全国第

4位の重要文化財民家を有し

ていること。さらに、上位３

地域は移設して民家を集めて

いる所が多いのに対して、塩

尻市の重要文化財民家はすべ

て個人所有であり、実質的に

は第1位と言っていいことで

す。

本棟造といわれる建物の歴

史や構造、それらが集まった

平沢、奈良井などの集落につ

いても学べました。

今回は座学でしたので、暖

かくなったらぜひこの知識を

実際のフィールドワークで確

かめたいと思いました。

塩尻景観ネットワークさん

にはそのような講座も企画し

ていただくことになっていま

す。ご期待を！（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。

＃040

市長が先生「地方創生と市民活動」

4月15日

今年度最初の授業は、塩尻

市長・小口利幸氏を迎えて、

塩尻市が取り組んでいる地方

創生のお話をいただきまし

た。こんな身近に、市長にお

話をしていただける機会はな

かなか少ないと思います。老

若男女問わず50名近い参加

者で、市議会議員の方も数名

おみえになっていました。

小口市長は終始おだやかな

笑顔で、普段私たちが聞けな

いお話をしていただきまし

た。受講生からは笑いも出

て、へぇそうなっているんだ

と、これまでの認識を改める

ところもありました。市長が

こんな気さくな方だったと

は、皆さんびっくりしたので

はないかと思います。

塩尻市は林業資源（バイオ

マス発電）で雇用を生み、地

域活性化のトリガーとしてい

ます。「空気、水、人情だけ

ではどこの地方都市にもあ

る。それだけではダメで、仕

事・雇用を創ることが大切で

す。さらに住環境、教育にも

＃039

地域の魅力、再発見！
～塩尻景観さんぽ 4

力をいれないといけません」

と小口市長。

地域自治が行政だけに頼っ

ては成り立たない時代、市民

活動が盛んな塩尻市では、協

働でのまちづくりに力を入れ

ています。その拠点としての

えんぱーくで今回のような授

業を開催でき、行政の普段聞

けないお話を市長自らしてい

ただいたことはとても意味の

あることだと思います。（レ

ポート：中村）

2月に開催したプス大開校

1周年記念講演会にお越しい

ただいた、浜元氣さんが運営

するFabスペースhana_re

（ハナレ）が、4月に正式オ

ープンとなりました。

各種メディアに取り上げら

れたり、地元イベントに出展

するなど、オープン早々から

注目。利用者も増加中という

hana_reさん。プス大スタ

ッフもさっそく見学会に参加

しました。設備などの写真と

ともにご紹介します！

●Fabスペース hana_re
岡谷市山下町2-1-32
0266-75-1169
営業／金～月10:00～17:00
定休日／火～木
見学会は毎営業日13:00～
※hana_reのご利用には会員登録
が必要です（登録料￥1,080）。
まず見学会にご参加ください。
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中は広々！

左側のドア横は３Dプリンタ

奥の黄色いのが

レーザーカッターです

工業用ミシン

左にもう1台

あります

デジタルデータを元に

10種類の糸で刺しゅうする

デジタルミシン

レーザーカッターで

デニムもこんな感じに

切り抜けます

レーザーカッターは

切断だけでなく

濃淡をつけて絵も描けます

以前、小児科クリニック

として使われていた建物を

生まれ変わらせたそうです

hana_re代表
浜 元氣さん

★限定特典★ プス大学生証をご提示で…

会員登録料10％オフ
通常￥1,080 → ￥972（税込）
（見学会参加済みの方・登録時のみ有効）

さらに詳しい情報は…

hana_reフェイスブックページ

＠fabspace.hanare

Fabスペースとは、言うなれば“まちの工作室”。

だれでも使える、ものづくりの拠点です。

つくりたいものがあるけれど…道具がない、場所がない、

やってみたいけれどどうしたらいいかわからない…

そんな人はハナレに来てください。

いろいろアドバイスするので一緒に考えましょう！

プス大では、塩尻えん

ぱーく校を本校として、

県内各所にキャンパスを

展開していく構想を掲げ

ています。

その第1弾として、こ

の夏に開校する予定の

《筑北キャンパス》では

「薬草ワークショップ」

「マクロビスイーツ料理

教室」など、筑北村の特

色を生かした授業を行う

予定です。本校とはまた

違った雰囲気の中での、

楽しい授業が期待できま

すよ！ 詳しい情報は随

時ホームページなどでお

知らせしていきます。

NEWS ！

信州アルプス大学《筑北キャンパス》

この夏、開校予定！

筑北キャンパスの
スタッフです！
これからの授業を
お楽しみに！

http://www.facebook.com/fabspace.hanare/

