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1/21ロケットストーブ作りは

私もカメラ係で参加。興味をお持ちの方ばかりのため説明を聞

く姿勢も皆さん前のめりです。女性の方も工具をきちんと使っ

ておられました。講師の平島さんいわく「たいがい女性の方が

失敗しません」。男性は話を聞かず勝手に進めるからと(笑)。

自然エネルギーネットまつもとのHPで、とても詳しい説明書

を公開していますので、興味のある方はそちらを参考にぜひト

ライしてみてください！（広報担当・編集長きたはら）

次号「夏プス」は

6月発行予定です（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

全国の市民大学が集まる“CCB” 塩尻で開催

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。

プス大 Topics

全国各地で活動するコミュ

ニティカレッジ（市民大学や

それに類する団体）の運営者

が集まる全国大会、第4回コ

ミュニティカレッジ・バック

ステージ（略称CCB）を、

プス大がホスト校となり

6/1(金)～3(日)、えんぱー

くを主会場に開催することに

なりました。

新しい市民主体の学びの場

としてのコミュニティカレッ

ジ。全国にはいろんな形の学

校があります。CCBは、そ

んな学校運営者が、運営の工

夫や苦労など情報共有する場

です。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）がそれぞれホスト

校として開催し、プス大スタ

ッフ有志も開校準備中から参

加してきました。

今年は、コミュニティカレ

ッジ運営ノウハウをまとめて

虎の巻を作るワークショップ

を開催します。日本各地の学

校の知恵と経験が一挙に学べ

る、またとない機会となるこ

とを期待しています。

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！
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パティシエール金井友紀さんが製造から販売

まで1人で切り盛り。県産小麦粉や発酵バタ
ー、オーガニックのバニラビーンズなどを使

い、マーガリンや保存料は使わないなど、安

心な材料にこだわります。レジで交わす会話

も金井さんの思いの表れ。塩尻産の卵を使っ

た「塩尻カヌレ」はリピーター多数で人気
No.1！ かわいいプチギフトもおすすめ！

塩尻市広丘野村1701-1
0263-87-2041
営業時間／12:00～19:00（4月以降は～20:00）
定休日／月～水曜日（4月以降は日～火曜日）
https://www.ateliernymphea.net/

素材にこだわったフランス菓子を
一つ一つ丁寧に作り届けるアトリエ
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2018年度もプス大ではさまざまなジャンルの

授業・講座・イベントを企画します！

お楽しみに★

★限定特典★ プス大学生証をご提示で…

焼菓子1,500円(税抜)以上お買い上げで

焼菓子プレゼント！

※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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高性能屋外コンロ

「ロケットストーブ作り」

の様子は中面で！

作ると使ってみたくなる
見ると作ってみたくなる

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

2018年１月に開校から3

年目を迎えたプス大。開校式

で記念講演をされた、社会学

者で京都市まちづくりアドバ

イザーの谷亮治さんに再びお

越しいただきます。谷さんの

新刊『純粋でポップな限界の

まちづくり』を題材に、これ

までとは違った角度からまち

づくりを捉え直します。谷さ

んを交えた、地域づくりに関

する座談会も予定していま

す。 参加費不要・誰でも申

し込めるオープンキャンパス

授業（※本紙発行時点で申込

締切後となっている場合があ

りますがお問い合わせくださ

い）

3/24(土)
開校2周年記念授業 純粋で

ポップな限界のまちづくり

塩尻市内ワイナリーのワイ

ンをいろいろ試飲しません

か？ いろんなワインを飲ん

でみたいけど、なかなか一人

じゃ難しいですよね。この機

会にいろいろ試して自分好み

のワインを見つけましょう。

塩尻観光ワインガイドによる

解説もいたします。とくに初

心者の方どうぞ！

主催：塩尻市観光協会 要参

加費

4/28(土)
ワイわいワインの会

「春のしおじりワインツアー」

▼過去のCCB参加時のスナップ

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


授 業 レ ポ ー ト

講師のプス大学長である中

村氏は以前、塩尻市の観光ワ

インガイドを受講したことが

きっかけでワインに興味を持

ち、どうせ知識を得るなら

と、日本ソムリエ協会のワイ

ンエキスパート資格を独学で

取得した経験の持ち主です。

事前にプス大の学生に対し

て行ったアンケートでは、日

頃家庭やレストランでワイン

を楽しんでいる人は多いもの

の、何を選んでいいのかわか

らず高い価格帯にはなかなか

手が出せない、ということが

わかりました。さらに、知識

がつけば今よりも良いワイン

を飲みたいという結果を踏ま

え、中村氏は好き嫌いは別に

しても美味しいワインという

のは知識をつけるとだんだん

わかってくるので、それから

自分に合うものを探せばいい

のでは、とアドバイスしまし

た。「これが自分に合うワイ

ン」というのがあれば素敵で

すね。

資格を取得するしないに関

わらず、ワインについての知

識が身につくと楽しみの幅が

広がります。今後プス大で

は、実際にワインをお料理と

共に楽しむ機会等も提供して

いく予定です。（レポート：

宮澤）

1月21日＃055

ワインについて学んでみませんか？
資格試験にチャレンジしちゃう？

2月24日

春に向けての靴の選び方、

履き方講座。フットケアスペ

シャリストの伊藤希和子さん

に加え、須坂市でオーダーメ

イド靴を販売するフットケア

トレーナー柳沢剛司さんにお

越しいただきました。

講座の内容に入る前に参加

者のみなさんの足を測定。靴

を購入するときは立って履き

心地を確認しますが、立って

いる時（荷重時）と椅子など

に座っている時（非荷重時）

とでは足の大きさが10mm

以上違います。非荷重時が本

当の足の大きさなのでそれで

合わせる方がいいそうです。

みなさん大きめの靴を履いて

いる場合が多いそう。柳沢さ

ん曰くインソール（中敷き）

をつくって調整するのがいい

とのこと。

最後に即席で、参加者の靴

に簡易中敷きを貼ってもら

い、先生の加工の前と後とで

履き心地の違いにびっくりさ

れていました。参加者からは

「自分の足でいくつになって

も歩きたい」との声もあり、

その足を守る靴の選び方、履

き方は思ってた以上に大切な

んだなと感じました。（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。

＃054

ペール缶でつくる手づくり高性能屋外コンロ マイロケットストーブを作ろう

＃057

自宅でできるフットケア 今から始める
あしらぶ習慣③靴の選び方、履き方講座

1月21日

人気の「ペール缶・ロケッ

トストーブ」を参加者の皆さ

んがそれぞれ作って、完成品

を持って帰るという、多くの

方から要望のあったワークシ

ョップ講座です。

講師はロケットストーブワ

ークショップを数多くされて

いる自然エネルギーネットま

つもと代表の平島安人さん。

自然エネルギーネットまつも

とでは、原発や化石燃料由来

のエネルギーに頼らず、自分

が使うエネルギーを少しでも

自分の力で作り出す入門的な

道具として、ロケットストー

ブを紹介・推薦しています。

ご夫婦で、ご友人で、ご家

族で参加された、年齢もさま

ざまな6組の皆さんで、6台

のロケットストーブ製作にチ

ャレンジ。最初に講師の平島

さんから、ロケットストーブ

の燃焼の仕組みを教授いただ

き、着火の方法動画（室内ワ

ークショップなので着火でき

ないので）で実際の燃焼を実

感してから、ワークショップ

開始。

寒さがまだまだ厳しいこの

時期、体を動かす機会も少な

く、老廃物や余分な水分が溜

まりやすくなります。こんな

時期にぴったりな“薬膳カレ

ー”をご紹介しました。

鶏肉と、体を温めるネギ・

生姜・八角などを昆布ととも

にじっくり煮立てお出汁を取

る作業から、野菜を炒め、と

ろみとコクを出す黒米・カシ

ューナッツをパウダーにする

作業など、普段のお料理とは

ちょっと違う素材やそれらの

使い方を説明しました。玉ね

ぎを飴色になるまで炒めるの

は根気がいりますが、後は煮

詰めるだけと、手軽さに皆さ

ん驚かれていました。

カレーの味はその人のセン

スです。季節の旬の野菜と、

自分が好きな香りや味でスパ

イス（生薬）を選んだら、怖

がらずに試していただきたい

と思います。カレーで使用す

るスパイスは、体を温めるほ

か、健胃、消化促進などの役

割を持っていますから、風邪

気味や少し体力が落ち元気が

ない時などに食べていただき

たい食事です。（レポート：

講師・久保田飛鳥）

2月15日 2月24日

講師の岡田望さんは、企業

で営業職として成果を上げる

ものの、無理を重ね体調が変

化。その経験から、女性のた

めの食事栄養学を勉強し、健

康と食事の関係について知識

を深めてきました。

まずは冬の食養生につい

て。冬は体が冷えて代謝や血

流が低下。動物性食品（肉）

・根菜・乾燥野菜などの体を

温める食材を多く取り、1年

の中で一番味付けを濃くする

のがおすすめとのこと。日ご

ろの食事では、ほとんどの人

に不足しているビタミン・ミ

ネラルを含む野菜類を意識し

て食べることが大事。そし

て、体の75％をつくるたん

ぱく質の働きや種類、おすす

めの取り方をうかがいまし

た。また、体の組織にとって

必要なオイルの種類、取り方

や扱い方などをお聞きしまし

た。いいオイルは、アレルギ

ーを起こす物質を抑えたり血

液循環をよくするそうです。

何となく知っているつもりで

取っていた肉や油について、

健康との関わりとからめてし

っかりと解説してくださり、

参考になりました。（レポー

ト：北原）

＃058

代謝を上げ潤いをくれる食事
～お肉とオイルについて～

＃056

薬膳カレー講座＠えんぱーく

団地に住んでいますが、災害の時役立ちそうです。
来期、防火防犯部になったので、企画したいです。
／しっかりしたロケットストーブを作ることができ
て満足しています。準備が素晴らしかったので、初
めてでも迷うことなく作ることができました。／と
ても楽しかったです。準備や説明がわかりやすかっ
たです。日常のレジャーで楽しみます。授

業
後アンケートから

初めての皆さんにも失敗無

く完成してもらうため、平島

さんが下準備してくれたペー

ル缶と穴開け虎の巻シール、

事前に準備していただいた優

れもの万能ハサミをはじめ、

便利な道具などのおかげで楽

しい講座になりました。

徐々に完成形に近づく頃に

は、集まった皆さんも打ち解

け、お互いに協力しながら作

業も効率よく進行できまし

た。形ができあがると最後に

缶の中に、パーライトという

園芸用微細軽石を断熱材とし

て挿入。穴をアルミシールで

塞いで完成です。

下準備のおかげでストレス

無く作業ができて、皆さん完

成品に満足のようです。ぜ

ひ、マイロケットストーブを

友人や家族に自慢して、皆さ

んで自然エネルギーライフを

楽しんでいただきたいと思い

ます。

※ロケットストーブとは、焚

き火の上昇気流が「ヒートラ

イザー」と呼ばれる断熱され

た煙突で垂直方向に限定され

ることで、焚き口から空気が

吸い込まれ、燃焼効率が高ま

るしくみ。東日本大震災のと

きに活躍し広まり始めた「小

さな燃焼で大きな熱量を発生

させることができる」優れも

のです。（レポート：渡辺）


