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個人的な話ですが、このごろ最

新ヒット曲を結構聴いてます。新譜CDをよく買ったのは20代

前半くらいまで。好きなアーティストの活動が下火になった

り、生活環境が変わったりで、音楽そのものに縁が薄い状態が

長かったけど、中学生の息子がYouTubeで流行のMVを探し

たり、応援しているグループの番組がきっかけで、CS放送の

音楽チャンネルも契約。“イマドキの曲”にちょっと詳しくな

りつつあるかも！（広報担当・編集長きたはら）

次号「秋プス」は

10月発行予定です（年3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

1％プロジェクト 第1弾支援事業のご報告

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

2017年12月にスタート

した「しおじり１％プロジェ

クト」は、皆様のおかげで第

1弾の支援事業が終了しまし

た。塩尻市でこども食堂を運

営する「ホットライン信州子

ども食堂しおじり」を支援先

に選定し、2018年10月か

ら支援に入り、今年3月まで

継続的に支援をさせていただ

きました。地元の企業の皆様

の力でより良い社会を作って

いくための取り組みとして、

このプロジェクトは今後も継

続していきます。

◎寄付金総額 210,204円

◎第1弾・支援金額 10万円

◎参加企業 12社

（2019年3月現在）

●第2弾支援希望団体の募集

受付中● 子ども関連活動を

行う中信地区の団体に対し、

活動の運営や困り事などの伴

走支援をいたします。

・支援総額 10万円以内

・募集期間 7月中

・詳細は信州アルプス大学

webページをごらんくださ

い。

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！

ワインに興味があるけど、

どこから勉強したらいいのか

わからない…そんなあなたに

ピッタリなのが日本ソムリエ

協会主催の「ワイン検定 ブ

ロンズクラス」です。ワイン

エキスパートの中村学長が丁

寧に指導し、これまで全員が

合格しています。楽しいワイ

ンライフをおくりましょう！

要参加費

9/28(土) ワイン検定ブロンズクラス

※平成30年度 市民大学プラットフォームを生かした市民講座事業
委託業務の一部として当紙を発行しています。
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★限定特典★ プス大学生証をご提示で…

素敵なフラワーガーデンのある原村のお花屋

さん。生花はもちろんドライ・プリザーブド
フラワー、花を使ったオーナーの手作り雑貨

などを販売します。花束やアレンジメント

は、希望をしっかり聞いてニーズに合うよう

仕立てます。また、お店では定期的にスクー

ルを開講。初心者向けの気軽なものから資格
取得まで多彩なコースがそろっています。

諏訪郡原村11369-1
0266-79-7587
営業時間／10:00～18:00
定休日／水曜

17時以降および土日祝は予約制
arlesflower.com
※お花のご注文はお電話でも承ります。

喜ばれる贈り物と、花のある生活を
八ヶ岳の裾野から心を込めてご提案
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プス大では今年もSDGsを

解説する講座を開催！《「地

球は先祖からの相続品ではな

い、未来の子どもたちからの

借りものである」将来にとっ

て良い状態で返さなくてはな

らない！》をキーワードに、

SDGsの基礎の基礎（誕生背

景と本質）／SDGsとのつき

あい方（企業・地域・個人

etc）の2テーマで学びま

す。要参加費・誰でも申し込

めるオープンキャンパス講座

8/24(土)
SDGsを知る・学ぶことで

身につく未来力！

プス大設立前も含めて数回

にわたり開催し、参加者の皆

さんに毎回大好評をいただい

たサルベージ・パーティーが

久々に復活！ 皆さんから持

ち寄られた食材が、プロのア

イデアで素敵な料理に生まれ

変わります。 要参加費・誰

でも申し込めるオープンキャ

ンパス講座

8/28(水)
冷蔵庫に余った食材、おいしく

変身! サルベージ・パーティー「しおじり1％プロジェクト」は
2019年3月より

「信州1％プロジェクト」に
改称いたしました

第1弾支援事業について
MGプレスの1面で

取り上げていただきました

フライヤーの制作・活動の内容を伝える通信の制作に適

切なアドバイスをいただくことができました。弱小団体

としてはプロの方に関わっていただけるというまたとな

い幸運の機会であり、また「チーム」として活動してい

く契機ともなりました。こども食堂の意義や役割につき

ましても、これまで関心がなかったり、興味はあっても

どう関わっていいかわからなかったという方々に知って

いただく機会が増えたことは大きなステップアップであ

りました。活動の新たなステージアップにつなげ、より

充実させていきたいと思います。

■
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ＮＰＯホットライン信州しおじり 野口裕子

真ん中開いた

中面で

“SDGsって何？”
を知ろう！

3月13日、片丘公民館にて、
「参観日」と銘打ち、
ボランティア募集につながる
イベントと兼ねて
こども食堂を開催しました

自作ロケットストーブ講座の様子は中面で！

店内商品500円以上お買い上げで

オリジナル雑貨・フラワーアイテム・

花に関わる商品などをプレゼント！

http://www.alps-univ.net/
http://www.arlesflower.com/
https://www.alps-univ.net/
https://www.alps-univ.net/
http://arlesflower.com/


授 業 レ ポ ー ト

以前開催して好評だった講

座の第2弾として、ヴォイス

コンサルタント／スピーチ・

プレゼンテーション・コミュ

ニケーション講師の林重光先

生に再びお越しいただきまし

た。「お客様との打ち合わせ

で言葉が出ない。伝える力を

身につけたい」「声が通らな

い。硬い表情を補える話し方

を知りたい」などの目的で参

加された皆さんと一緒にお話

を聴きました。パフォーマン

スを安定させ、受け入れられ

やすいやわらかな声を出すワ

ザとして、手の形を工夫する

方法を教わりました。これは

すぐにでも実践できる、緊張

しそうな時の簡単な対処法！

特に仕事の場では、伝える

ために主に使う感覚は視覚と

聴覚。「自分のことは人から

どう見えているか」を周りに

聞き、自分の思いとギャップ

があれば直し続けていく。営

業力のある人のやり方をまね

して、いいところを取り入れ

る。自分の身の丈に合った振

る舞いを心掛ける。教えられ

たこれらのことは、ビジネス

だけでなく日常での人との対

し方全般についても当てはま

るなぁと感じました。（レポ

ート：北原）

3月10日 3月16日

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。

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！

4月20日

プス大webサイトからお申込みください

営業力10倍UP！ 相手の次の行動を
変える！ ヴォイストレーニング講座

ビール学 入門編
～マジメにビールと向き合おう～

松本ブルワリーの醸造責任

者の勝山拓海さんを講師に、

ビールとは何か？ 歴史、材

料、造り方についてマジメに

学ぼうという講座です。勝山

さんは、オラホビールを経て

松本ブルワリーへ、まだ若い

ながら海外で醸造研修を経験

し松本ブルワリーで精力的に

醸造を行っています。材料の

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

明。実際に麦芽を食べたりホ

ップのにおいを嗅いだりと、

これがビールになるんだ！と

身をもってわかりました。ビ

ールの製造過程のお話も詳し

く、興味をそそられました。

いよいよテイスティング。近

所でも購入できるビールを含

めて7種類のビールを楽しみ

ました。解説を聞きながら頭

も使って、あらためてビール

の個性を感じる体験でした。

（レポート：中村）

東日本大震災から8年目を

迎え、エネルギーの自給や自

然と共に生きていくことを考

えるうえで注目されるように

なったロケットストーブ。今

回、自然エネルギーネットま

つもとの渡辺勉先生がご準備

してくださった組み立てキッ

トを使って、ワークショップ

が開催されました。ペール缶

2つを縦に連結させて、中心

に煙突（ヒートライザー）、

その上にコンロになる部分、

外側に燃焼炉になる部分を、

枝などがくべられるように取

り付けていきます。ペール缶

を切る作業は中々の力仕事

で、コツをつかむまで苦戦し

ましたが、穴開けのガイドシ

ールと素晴らしい道具たちの

お陰で誰も失敗することなく

作ることができました！ 組

み立てるときに穴がフィット

しない時は…秘密兵器のこん

棒？でドラム演奏のように切

り口を叩いて広げます(笑)。

小さなお子さんからシルバー

世代まで幅広い年齢の男女に

ご参加いただき、皆で和気あ

いあいと組み立てた6基のロ

ケットストーブ！ 実際に使

ってみるのがとっても楽しみ

です☆（レポート：久納）

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

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

分の力で作り出す手始めに、ロケットスト

ーブは最適です。マイロケットストーブで

野外調理にチャレンジしてみましょう！

自然エネルギーネットまつもと

http://www.enet-matsumoto.net/
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●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

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！

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
た17個のゴール（あるべき姿）と169のター
ゲットで構成される。

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。

SDGsとは

ユニークな決定プロセス

http://www.enet-matsumoto.net/

