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これからの予定のご案

いろいろな話題を集め

内です。詳しい内容は

ました！
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営業力10倍UP！
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手の次の行動を変える！ ヴ
ォ イスコンサルティング
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MAKE UP VOICE代表、
参加企業とともに開発した

10月12日、第1回贈呈式を

林重光先生による一昨年の講

寄付つき商品・サービスの販

行いました。初めての支援先

座は大好評でした。お待ちか

売で得た寄付金を活用し、社

は、こども食堂を運営してい

会貢献活動をしている子ども

る「NPOホットライン信州

関連団体への人的支援（専門

100％筑北産・無農薬栽培の玄そばと、特別
栽培の麺専用種小麦を使い、四阿屋山の伏流

こども食堂しおじり」に決ま

手づくり高性能屋外コンロ
自作ロケットストーブを作ろう!

家派遣）等を実施すること

りました。活動の情報発信な

昨年大人気の、ペール缶で

定「春の満福さかいセット」は、やしょう

で、子どもたちの未来を応援

どにおいて、プス大スタッフ

作るロケットストーブ講座。

ま、エゴマだれのそば団子、坂井いちご園の

する、(一社)信州アルプス大

の渡辺が役員を務めるデザイ

自分が使うエネルギーを少し

とちおとめなど筑北の味自慢を集めた一品！

学校の社会貢献プロジェクト

ン会社が、数カ月の期間をか

でも自分で作り出す手始めに

地元産山芋のとろろそばもおすすめです。隣

「しおじり1％Project」。

けて支援していきます。

ロケットストーブは最適で

接の直売所まんだらの庄にもお立ち寄りを！
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たマークが目印！
協

賛

内

容

オリジナルブランド商品の1％

㈱Tom'sGreenField（Tom'sCafe） お弁当の1％
笑亀酒造㈱

「笑亀 甘酒日和」の1％

信濃工機㈱

（定額寄付）

中信興業㈱（中信会館）

日替わりランチの1％

信濃ワイン㈱

（定額寄付）

ラ メゾン グルマンディーズ

塩尻産ワインの1％

古美術 山木屋

ネットオークションの1％

(有)クマガイ印刷

（定額寄付）

(有)木下商店

（定額寄付）

㈱オフィスP’dj

（定額寄付）

Big Raccoon／民宿 豊飯豊飯

宿泊費の1％
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塩尻を中心に活動する市民
団体やNPO法人を紹介する
小冊子「しおじり市民活動図
鑑2018-2019」を、プス

★限定特典★
本業で
できないことを
実現したい
“読まれる”
メルマガ
作りたい
いろんなプロと
知り合いたい
ワイン
飲みたい

欲しいのは、
ホンキのやる気
報酬は、
経験 ＋ α

India

寄付つき商品・サービスは
どこで買えるの？

(有)森川デンキ

水で仕込んだ二八そばが味わえます。期間限

す！ 要参加費（材料費込）

支援先の決定を経て、昨年

塩尻にいながら
海の向こうの
世界に触れる！
2講座の様子は中面で！

地元産そば粉100％。丹精込めた、
風味豊かな手打ちそばでおもてなし

web運用・
LINE＠運用の
経験を
積みたい
写真撮りたい
文章書きたい

お会計より ￥200引き
（そば・うどんメニューに限り）

編集後記

今号から4カ月ごと、年3回発

行に変更となりました。これからも変わらずご覧いただけます

今の活動を
もっと広めたい

と幸いです。さて、今回紹介した学食はそば処さかいさん。写
真の「満福セット」は、お店向かいにある坂井いちご園でいち
ごが採れる時期だけの限定メニュー。4月ごろまでは提供され

プス大スタッフ急募！

大が編集協力し、塩尻市交流

プス大の運営に関わるスタッフ募集中！ 授業コーディネーター
・サポーター、web・LINE＠運営、メルマガ・フリーペーパー

支援課より発行しました。え

作成、運営資金管理など、やることいろいろ。会社のお給料では

んぱーくで無料配布していま

得られないプライスレスな経験と、プラスαの何かが身につきま

す。ぜひごらんください。

プス大学生証をご提示で…

す！ 興味のある方はメールで事務局へお問い合わせください。

るそうなので、ぜひ一度味わってみてください！ 個人的には
エゴマだれの濃厚なコクにビックリです。春のプチ旅…冠着荘
で温泉もいいな～♪（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3回発行）

授

業

レ

ポ

ー

ト
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。

9月25日
週1で始めるマクロビ生活①

12月9日

11月17日
紅葉に色づく木曽路を
バスに乗ってムーミン谷へ！

AI講座でアイを語るAI入門

1月19日
小規模事業者・中小企業のための
LINE@＋LINE Pay入門

受け、実践へ！ 野菜の切り

れました。この日ご用意して

AI」について重要な一言

今 話 題 の QRコ ー ド 決 済

ドなど、これまで大企業でな

方や調理の順番など、陰陽や

くださったのはフィンランド

が。「人間ができないことは

や、飲食店や小売り・サービ

いとできなかったことが個人

一物全体などの思想が反映さ

の伝統料理。フィンランドに

機械もも もちろんできな

ス業のマーケティングに最適

店でも活用できるのがポイン

れています。いつもよりもじ

ついて10の質問にお答えい

い」。当たり前なようです

なLINEのビジネス版、

トです。またLINEのQRコ

っくり考え、手間をかけて出

ただき、参加者の皆さんから

が、昨今のAIに対しての過

LINE@に紹介講座です。ホ

ード決済であるLINE Pay

マクロビオティックセラピ

来上がったお料理はどれも素

もご感想やご質問をいただき

AI・機械学習の教育分野

剰ともいえる報道を聞いてい

ームページやチラシ広告もい

については、種類がいくつか

ストの斎藤君枝先生から教わ

朴で味わい深く、よく噛んで

地域振興バスに乗って、木

ながら、日本との違いや共通

で急成長中の㈱キカガク

ると魔法の杖のように誤解し

いのですが、直接的にお客さ

あるのでその使い分けが必要

り、炒り豆腐丼（玄米ごは

味わうマクロビオティックの

曽くらしの工芸館内にあるカ

点、学ぶべき良いところなど

CLO今西航平さんを先生に

てしまうので、こういったこ

まとつながれるLINEを使っ

なこと、LINE@との連携で

ん）、蒸し野菜のごまソース

食事からは、しっかりと栄養

フェ「ユーライフ」を訪れま

沢山のことを知ることができ

迎えて開催しました。IT関

とを専門の先生から聞けると

たマーケティングは最も有効

お客さまの囲い込みもできる

添え、野菜のポタージュ、カ

が体に行きわたり、内側から

した。薪ストーブの温もりと

ました。（レポート：久納）

係の方はもとより、きゅうり

いうのは、とても意味のある

なツールの1つです。

ことをご紹介しました。（レ

ボチャと小豆の煮物を作りま

強くしなやかな心身が作られ

開放感ある吹き抜けの店内に

農家さんセロリ農家さんか

ことだと感じました。また、

参加されたみなさんはそれ

した。マクロビオティックの

ていくような気がしました。

は、フィンランドの素朴で可

ら、モノづくりをしている

「定性評価を定量評価」（定

ぞれお店をやっておられて、

考え方についてレクチャーを

（レポート：久納）

愛らしい雑貨が所狭しと並べ

方、運輸、環境測定をしてい

量化されていないものは学習

お客さまとのコミュニケーシ

られていました。木製で手作

る方まで、幅広い業種の方に

できない）、「AIはあくま

ョンをどうとるかについて関

マクロビの成り立ちや陰陽の考え方などとても興味

りの小物たちは、どこか木曽

ご参加いただき、関心の高さ

で手段」といった、AIを実

心の高い方ばかり。LINE＠

深く、またわかりやすく説明していただき、楽しく

の漆器や工芸品とも通じるよ

がうかがえました。

務に使っていこうと考えると

を使ってのメッセージ配信、

参加できました。砂糖を使わないのにとても美味し

う。講師の河西ウッラさん

授業は、人工知能って何？

きに必要となる考え方も教え

クーポン発行、スタンプカー

かったので、家庭でも実践してみようと思います。

は、19歳でだんな様と運命

ドラえもんとどう違うの？と

ていただくことができまし

／マクロビ料理を教えていただき、自分なりにもう

的な出会いをし、日本に来ら

いった話から始まり、「学

た。（レポート：竹内）

少し掘り下げて、自分の食生活が豊かになるよう考

1月20日

習」をするとはどういうこと

授 える、よい時間となりました。
業
後アンケートから

11月27日
週1で始めるマクロビ生活②
骨や歯がもろくなってしまう

10月13日

なのかの説明、そして、どん

本場インドのスパイス講座

なところに応用されているの
かといった話に続きました。

ンドリーチキンと豆のおせん

その中で先生から「何でもで

べい『パーパド』にサラダ、

きそうにおもえてしまう

ナンもお替り自由という豪華

との事。しっかり勉強し、い

なスペシャルランチセット☆

ざ実践！ 千切り、みじん切

塩尻景観“ワイン”さんぽ

って切 って切って切りまく

ン、井筒、五一、信濃。五一

る！ この手間暇をかけるか

アブドゥルさんの、本物のス

1月19日

り、角切り…参加者一丸とな

ーは、サントリー、メルシャ

ポート：中村）

民泊事業スタート講習会

パイス、本物のカレー、本物
インド人シェフのアブドゥ

のおもてなしの心を学び、イ

ルさんと、店長で通訳をして

ンドと日本の絆を結ぶ講座と

ワインでは圃場に入って、ワ

今回、斎藤先生から教わる

らこそ作り手のおもてなしの

昨年から解禁された民泊。

で民泊ができる地域なのか？

くださった白鳥さんが経営す

なりました。（レポート：久

イン用ぶどうの説明も受け

のは『マクロビオティックの

心、愛情が必ず伝わる！と確

ご自身で自宅を民泊登録され

など、これから民泊を考えて

るインド料理店『リスタ』。

納）

て、よりワインに詳しくなり

パーティーメニュー☆』豆腐

信しました♪どの品も、マク

た行政書士の井上治夫先生の

いる方は疑問ばっかり。民泊

60種類を独自に調合するス

秋晴れの中、第3回目とな

ました。参加者のみなさんも

のキッシュ、 ライスコロッ

ロビメニューと言わなければ

実体験に基づくお話は、参加

にご興味のある方は、わから

パイスの中から、免疫力をサ

る景観“ワイン”散歩の開催

熱心にメモされており、景観

ケ、はと麦サラダ、スイート

気づかない美味しさ！ これ

者のみなさんの興味をそそる

ないことは井上先生に相談さ

ポートするもの、豊富なビタ

です。東京からの参加者もお

散歩ならではの醍醐味を体感

ポテトです。始める前のレク

で体にとっても優しいとなれ

ものでした。民泊の現状、申

れると親身に相談にのってい

ミンやミネラルを含むものな

られ、秋の桔梗ヶ原とワイナ

されていたようです。（レポ

チャーで印象的だったのがマ

ば、作らないわけにいきませ

請手順と、実際にどのくらい

ただけると思います。（レポ

どを、実物の香り・味を確か

リーめぐりへの関心の高さを

ート：中村）

クロビオティックで白砂糖を

んね♪（レポート：久納）

時間がかかるのかなど、やっ

ート：中村）

めながら教えていただきまし

感じました。塩尻景観ネット

使わない理由。白砂糖を体内

た本人でないとわかりませ

た。寒い季節におススメのス

ワークの堀内泉さん、ぶどう

で消化・吸収する際、多くの

ん。書面だけからはわからな

パイスは、体を芯から温めて

栽培のプロの茂原泉さんを迎

ビタミンB1が消費され血液

いノウハウがたくさんあり、

代謝を上げてくれるターメリ

えて、景観スポットや果樹園

が酸性化。それを中和するた

とても役にたつものでした。

ックだそうです。最後に、バ

の木々の説明を受けながら進

め骨などからアルカリ性のカ

消防署、保健所、近隣住民

ターチキンカレー、エビカレ

みます。立ち寄ったワイナリ

ルシウムが血中に放出され、

への説明、またそもそも自宅

ーを提供して頂きました。タ

