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中
○

大変な様子が伝わってきます・・・。

がんばれー☆

今まで「Wa・Ka・Ba」を使ってみなさん
の要望や意見、イラストを紹介していました
が、もっと早くみなさんに還元できるように
したいと思い掲示板をつくりました。

でどおり情報誌の「Wa・Ka・Ba」内でも利
用させていただきたいと思います。
何かみんなに伝えたいこと・知らせたいこ
と、イラストや創作作品、図書館への意見・

みなさんから投稿していただいたものを掲

要望、メッセージなど内容は自由です。投稿

示板に貼り、友達や同世代の人たちに見ても

用紙や紙に記入して、若葉のコーナーにある

らう場所として活用してください。投稿され

投稿ポストに入れてください。回収したもの

たものは掲示板に掲示するだけでなく、今ま

は、
「見ました」の目印をつけて掲示板に貼ら
せてもらいます。

している人を対象に、学内の雰囲

大学や専門学校が、入学を希望

設、実際に通う学生の様子、立地につい

ができることです。講義内容、先生や施

自分の肌で学校の雰囲気を感じること

メリットはどんなこと？
メリットはどんなこと
はどんなこと？

気や施設の様子を知ってもらう

ても見ることができます。入試などの相

オープンキャンパスとは
オープンキャンパスとは？
とは？

ことを目的とした催しです。気軽

談会も行われるので、この機会に不安に

できる機会として、文化祭が

が、学校の様子を見ることが

スはあまり行われていません

高校ではオープンキャンパ

中学生は？
中学生は

思っていることを解消できます。

に大学に行くことができます。

どんなことをするの？
どんなことをするの？
相談会や説明会、学内
見学、模擬授業などに
参加することができま
す。在学生と話すこと
もできて、生の情報が

：部活応援！の特集として、高校

考にしてみてください。

野球の熱戦を取り上げていきた

きっかけにして下さい。

めています。行くときにはぜひ参

戦争を
戦争を学ぶ・平和を
平和を考える

：終戦記念日を知っていますか？

2011 年 7 月 11 日（月）から

戦争を知り、平和について考える

：オープンキャンパスの情報を集

夏の甲子園特集

あります。中信地区の高校で

蘇南高校／木曽青峰高校

得られるはずです。学

7 月 16・
16・17 日

オープンキャンパス特集
オープンキャンパス特集

2011 年 7 月 7 日（木）から

は７月に行う学校が多いの

美須々ヶ丘高校

園祭と一緒に行われる

松本工業高校／深志高校

で、この機会に自分の目で見

志学館高校／田川高校

てみるといいですね。

7 月の日程

ことも多いです。

ってみたい！どうしたらいいの？
どうしたらいいの？
行ってみたい！
まずは行きたい学校のオープンキャン

いと思います。

など

蟻ヶ崎高校

パスの日を調べてみましょう。（何回か実
施していますので、都合のいい日を選びま
しょう♪）学校への行き方もチェックしま
しょう。事前に予約が必要な場合もありま
すので、注意してくださいね。

7 月 9・10 日

肌で感じてみたいものですね。目指す学校が決
夏から秋にかけて、大学ではオープンキャン

思い立ったらまず行っ

パスがおこなわれます。

まれば、これからの受験勉強にもはずみがつく
夏休みを利用して、自分の目指している大学、

こと間違いなし！！
気になっている大学の実際の様子や雰囲気を

てみましょう♪

2011 年 7 月 28 日（木）から

今回はお仕事ナビをお休みして、
若葉のコーナーに新しく入った本を紹介します。

『アクアリウムにようこそ
『アクアリウムにようこそ』
にようこそ』
もくみや

『永田町トリビア』
永田町トリビア』
じょう た ろ う

木宮 条 太郎
市役所で働き３年目、突然水族館勤務が命じ

み た ぞ の

さとし

三反園 訓
政治の中心である永田町。そんな永田町での、

られ、イルカ飼育員として働くことになった由

なかなか知られていない政治家のお仕事や国

香。そこには敵対する先輩や問題を起こす動物

会の様子を優しくかつ、興味深く知ることがで

たちがいて・・・。手さぐりながらも全力で頑

きます。思わず、そうなんだぁ！！ と驚いて

張る姿を描いた青春物語です。

しまう一冊です。

『快晴フライング』
快晴フライング』

『フェス BOOK』
BOOK』
ふるうち

かず え

古内 一絵
主将を亡くし、存続の危機におちいった水泳

えい

夏です！

枻出版社
音楽フェスティバルに行く人も

部。救いたい一心で、「大会優勝してみせる」

多いのではないでしょうか。そんなとき活躍し

とタンカを切ってしまった龍一だが、水泳部に

そうな本がこちらです。フェスに行くときに役

残ったのは一癖ある生徒たちばかり。壁にぶつ

立つファッションが載っているだけでなく、歴

かりながら成長する彼らは何を得るのか。

史なんかもわかる一冊です。

『鉄のしぶきがはねる』
のしぶきがはねる』

『はじめての管楽器
はじめての管楽器メンテナンス』
管楽器メンテナンス』
み

やまりょう

と

しげる

工業高校機械科に通う女子高生。鉄のかたま

山領 茂
大事な楽器のメンテナンスを始めません

りになんて興味がなく、コンピューターを信じ

か？！ 音楽・合奏をはじめた人へ、楽器の構

ていたのだが、鉄にふれ、扱っていくうちに職

造や毎日のメンテナンスの仕方を詳しく解説

人技の魅力に気付いていく。工業に興味のない

している本です。こちらの本は金管楽器編と木

女子にもぜひ読んでほしい一冊です。

管楽器編があります。

まはら 三桃

えんぱーくでは開館一周年を記念して７月・８月の２ヶ月間、さまざまなイベントを企画しています。
その他、市内でも夏のイベントが行われます。ぜひ家族や友達と参加し、一緒に盛り上がりましょう！！
中高生におすすめの
中高生におすすめのイベント
におすすめのイベント（
イベント（★印はえんぱー
はえんぱーくにて開催
くにて開催）
開催）
7月
★
★

30 日（土）

玄蕃まつり

8 月 6・7 日（土・日）アートフェスタ

―シオジリング―

6 日（土）スタジジブリ最新作「コクリコ坂から」制作秘話

※予約が必要です

17 日（水）小坂田公園花火大会
★

20 日（土）ガリレオ工房の世界一受けたいサイエンス教室

★

21 日（日）大科学実験・かがくのおはなし会

※予約が必要です

みなさんに塩尻に関することや塩尻
に縁のある人を、紹介していきます。

今回の
今回のテーマ「塩尻市の
塩尻市の食べ物」

塩尻市には多くの特産物があります。当たり

高原通りのお惣菜屋さんで売られています。

前のように塩尻市の産業としてあったものな
ので、気づかれませんでしたが、最近地域ブラ
ンドの開発に注目が集まり、あらためて発見さ

塩尻市では、洗馬地域を中

せられるようになりました。

心にレタスも多く栽培されて

、そしてそれを使って作ら
今回は「ぶどう」

います。塩尻市のレタスの栽培量は県内でも上

れる「ワイン」以外に、どんな特産物・食べ

位に入ります。そのレタスを使って、近年、開

物があるのか紹介したいと思います。

発されたのが「レタスアイス」です。何度も改
良が重ねられ、レタスの味とアイスの甘味が絶
妙にマッチした商品になりました。新しく駅に

今年、塩尻市には「塩尻山賊焼の
日」という記念すべき日ができました。

オープンした観光センターでも販売されるよ
うになりました。

「山賊焼き」とは鶏肉をニンニクのきいたタレ
塩尻市では 10 年以上の歳

などにつけこんで味付けをして、片栗粉をまぶ
して揚げた大きな唐揚げのような料理です。ま

月をかけろ過された清水が地下

た、つけ合わせとしてキャベツが添えられてい

からわき出ています。市内の一部では、処理を

ます。山賊焼きは、塩尻が発祥の地で、大門に

されたこの地下水を水道水として使っていま

あるお店で考案されたといいます。現在では松

すが、多くの人に塩尻市の水を知ってほしいと

本にも広まり、多くの飲食店で親しまれる食べ

いう願いから『大分水嶺の地下水』として商品

物になっています。

開発をして販売しています。塩尻では、普段い

だいぶんすいれい

かにおいしい水を飲めているのかが実感でき
る商品です。市役所売店やウイングロードビル
あまり知られていない食べ物に

正面自動販売機でも売られています。

「こんこんコロッケ」があります。塩尻
げ んば

じょう

には「玄蕃の 丞 ぎつね」のお話がありますが、

今回紹介した以外にも、塩尻市には多くの特

それにちなんだ食べ物が「こんこんコロッケ」

産物があります。また調べてみてください。

です。きつねの大好きな油揚げを衣として使っ

≪参照：「塩尻ブランドＷＥＢ」

たコロッケで、カラッとしていておいしいです。

http://www.shiojiri-brand.jp/≫

暑い夏がやってきました。今年は節電の夏ということもあり、辛い季節になりそうです。えんぱーくでも消費
電力 15％削減を目標に取り組みがおこなわれていて、みなさんにご不便をかけています。体調には気をつけ
つつ、日本の一大事を乗り越えるべく、みんなで協力していきましょう。
イベント盛りだくさんの夏、えんぱーくでみなさんをお待ちしています（＾ｖ＾）♪

（中村）

