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八ヶ岳の裾野から心を込めてご提案
素敵なフラワーガーデンのある原村のお花屋
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自作ロケットストーブ講座の様子は中面で！

学生限定サービスがある協賛店です。
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1％プロジェクト 第1弾支援事業のご報告

これからの
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◎参加企業 12社
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「しおじり1％プロジェクト」は
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「信州1％プロジェクト」に
改称いたしました

冷蔵庫に余った食材、おいしく
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取得まで多彩なコースがそろっています。
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※お花のご注文はお電話でも承ります。
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フライヤーの制作・活動の内容を伝える通信の制作に適

でも申し込めるオープンキャ
ンパス講座

★限定特典★

プス大学生証をご提示で…

店内商品500円以上お買い上げで
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3月16日
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！
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やすいやわらかな声を出すワ

SDGsとは、2015年9月の国連サミットで
193の加盟国首脳の参加のもと、全員一致で
採択された「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」に掲げられた「持続可能な開発
目標（Sustainable Development Goals）」
のこと。
先進国も新興国も途上国も、国も企業も
NPOも個人も、あらゆる垣根を越えて協力
し、より良い未来をつくろうと国連で決まっ
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ビール学 入門編
～マジメにビールと向き合おう～

ユニークな決定プロセス
2012年から3年をかけて世界中で政府･国
連･市民社会･企業・研究者・女性・若者など
さまざまな立場の人が協議を重ね、世界から
1,000万人もの人がオンライン調査を通じて
声を届けることで成立した「みんなのための
・みんなで支える」目標。
SDGsは政府・国連に加えて、企業・自治
体・個人など誰もが参加できる枠組みになっ
ている。
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身をもってわかりました。ビ

持続可能な社会って何？
SDGsを知る・学ぶことで身につく未来力！
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松本ブルワリーの醸造責任
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松本ブルワリーへ、まだ若い

（レポート：中村）
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ロケットストーブとは、焚き火の上昇気
流が、断熱された煙突で垂直方向に限定さ
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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。小さな燃焼
で大きな熱量を発生させることができま
す。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

ながら海外で醸造研修を経験

分の力で作り出す手始めに、ロケットスト

し松本ブルワリーで精力的に

ーブは最適です。マイロケットストーブで

醸造を行っています。材料の

野外調理にチャレンジしてみましょう！

麦芽、ホップでは、国産麦芽
が高価なこと、ホップは自家
栽培にも乗り出したことを説

自然エネルギーネットまつもと
http://www.enet-matsumoto.net/

●日時 2019年8月24日（土）
1限目／13：30～14：45（受付開始13：00）
2限目／15：15～16：30（受付開始15：00）
※1限目のみ、2限目のみでも結構です。
●場所 塩尻市北部交流センター「えんてらす」
202会議室（7月オープン・広丘駅西口近く）
●参加費 1,500円（資料代含む）
●講師 渡辺 勉（信州アルプス大学運営スタッフ）
・CSR検定委員会認定「CSRエキスパート」
・「全国CSR検定」長野会場運営責任者
・SDGs啓発活動実践者（講師）
・自然エネルギーネットまつもと 監事
・田畑での自然農法栽培実践者

プス大webサイトからお申込みください

