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催しもののご案内
「那須まちづくり広場」は、ケアと文化・交流の まちづくりの拠点へ！

第一期改修工事が完成、
西側校舎 新装オープンです。
那須まちづくり広場は、2018年より、旧朝日小学校を廃校活用し、

“学びと実践” をモットーに少子高齢社会の新しい拠点として、各

種セミナーの開催、自然食品や地元野菜を主としたマルシェやカフェ

の運営をやりながら、
新しい仕事を生み出し、
「生涯活躍のまち」
の“小

さなまちづくりの拠点” つくりを実践してきました。2020 年には、国

土交通省より第37 回地域づくり表彰「小さな拠点部門」で最高位の

国土交通大臣賞を受賞。さらに国土交通省の人生100 年を支える住

まい環境整備モデル事業に採択され、那須まちづくり広場を “ケア

や文化・交流のための施設と住宅”として、誰もが最期までその人ら
しく暮らせる“まちづくりの拠点”とする計画に着手しました。本年
３月から、西側校舎と屋内プールの改修工事を開始し、10 月１日に
西側校舎の改修工事が完成しました。新装オープンする西側校舎

には交流ホール、アートギャラリー、マルシェ、カフェ、簡易宿泊所、
貸事務所が、元給食室には、森林ノ牧場ミルクプラントの横に、

新たにケーキ工房が新設され、皆様のご利用をお待ちしております。

新装オープン記念 特別講演

「那須まちづくり広場」のこれまでとこれからの未来へ 那須町平山町長よりご挨拶
2018 年４月に開設してから、３年間。多くの方々のお力添えをいただいたおかげで、校
舎改装一期の新装オープンを迎えることができました。これまでの３年間の実績を振り返
り、これからの「那須まちづくり広場」の活動についてお話しいたします。どのような場
所になっていくのか、いけばいいのかを共に考える機会にしていただければ幸いです。さ
らに、那須町より、平山幸宏町長が来場され、ご挨拶いただける予定です。
今回は、席が限られている為、完全予約制とします。参加申し込みは10月10日までに。

第21回定例会

人生100年・まちづくりの会

那須まちづくり広場・自立と共生プロジェクト
那須まちづくり広場の改修工事は、10月より2期工事が
始まります。2022年6月に完成し、全体がリニューアル
オープンします！
校庭に企画している「ひろばの家・那須１（自立の方
向けサービス付き高齢者向け住宅）
」では、来年秋の
オープンを目指して、暮らし方の話し合いをしていま
す。ご興味がある方はお急ぎください。高齢者住宅
のもろもろのことなど話し合いませんか？

10/23（土）10:00〜12:00
●場所：交流ホール（校舎１階西側）
●参加費：100 円
●主催・問合せ先：那須まちづくり広場
電話 0287-74-3434 携帯 090-7324-8309

●下記の問合せは、090-7324-8309 にお願いします。
ひろばの家・那須１
（自立の方の高齢者住宅）企画中
ひろばの家・那須２
（介護の方の高齢者住宅）2022年1月オープン予定
ひろばの家・那須３
（多世代の賃貸住宅）
2022年６月オープン予定

10/15（金）13:00〜13:50

●場所：交流ホール ●参加費：無料
●完全予約制
●主催：那須まちづくり株式会社
●申込：0287-74-3434

交流ホール「ひろばのひろば」オープン記念

パイプオルガンコンサート

音楽工房「Lara らうむ」は那須まちづくり広場オープン以来、
貴重な楽器を展示し、
コンサートも開いてきました。今回は新装オープンを記念してパイプオルガンコン
サートを開催します。貴重な小型のパイプオルガンとチェンバロの演奏を聴くチャ
ンスです。小型とは思えない輝くばかりの素敵な音色をお楽しみください。

10/23（土）15:30〜17:00

●場所：交流ホール「ひろばのひろば」●参加費：無料
●問合せ：090-6144-3525（音楽工房「Lara らうむ」
）

アートギャラリー展

表現アートセラピー・楽校

生徒たちの作品展 〜色あそび・大人のぬり絵あそび〜

2018年の開設以来、
アート教室を会場にして、仲間と共に楽しみながら、
４年間積み
上げてきた作品を展示いたします。作品への熱い想いを感じていただけますように。

10/15（金）〜 31（日）

●OPEN 9：00 〜 17：00
●場所：アートギャラリー ●無料

●主催：表現アートセラピー・楽校 ●問合せ：近藤江美子 ☎090-8489-5999

那須まちづくり広場「楽校」

2021

10

月

ーあなたとわたしの交流拠点 ここからはじまる新しい暮らし方ー

※新型コロナウィルス対応のため、イベントを中止または延期する場合があります。最新情報はお問い合わせください。
内容

講師・予約申込・問い合わせ先

参加費

場所

講師：大場征彦
申込：090-8489-5999（近藤）

1,000 円

交流ホール B

講師：阿部素尚
申込：0287-74-3434（広場）

1,000 円

交流ホール B

日付

時刻

8日
（金）

10 時 〜12 時

10 日
（日）

10時 〜 12時

13 日
（水）

14 時 〜16時

那須まちづくり広場 健康相談

15 日〜
31日

9 時 〜17 時

表現アートセラピー・楽校 生徒たちの作品展

主催：表現アートセラピー・楽校
問合せ：090-8489-5999 (近藤）

15 日
（金）

10時 〜 11時

〜みんなでおもいきり笑って遊ぼう〜

笑いヨガ

担当：近藤理恵
申込： 090-9319-5622

( 飲み物は持参 )

15 日
（金）

13時 〜13時50分

特別講演
〜「那須まちづくり広場」のこれまでとこれからの未来へ〜

主催：那須まちづくり広場
問合せ：0287-74-3434

（完全予約制）

18 日
（月）

10時 〜 11時半

主催：ひとつぶのたね
連絡先：naomi.3683.o@gmail.com

(ランチ・飲み物付)

18 日
（月）

大人のぬり絵あそび

〜 日本の四季を描く（秋）有名画家の絵を描く〜

オシャレな色鉛筆教室

〜色鉛筆で花を、、、誰でも楽しく簡単に描けます。〜

〜仲間と共に楽しみ４年間積み上げてきた作品へ想い！〜

12 時〜 16 時

（最終受付15 時）

19 日
（火）

9 時半〜 11時半

19 日
（火）

13 時 〜15 時

22 日
（金）

10時 〜 12 時

22 日
（金）

10時 〜 11時半

23 日
（土）

10時 〜 12 時

23 日
（土）

15 時半 〜 17 時

26 日
（火）
28 日
（木）

あなたと絵本とおしゃべりと
〜大人にこそ 絵本を〜

第36回「エネルギー療法体験教室」

〜お花生け、ハーブティー ( お菓子付き )、エネルギー療法〜

担当：有我直宏（那須烏山市熊田診療所所長）
無料
交流ホール B
申込：0287-74-3434
（広場） （完全予約制）

主催：MOA 栃木
問合せ： 028-635-7305

無料

アート
ギャラリー

500 円

交流ホール B

無料

交流ホールAB

1,500 円

カフェ
「ここ」

30 分 500 円
交流ホールAB
60 分 1,000 円

「地域発のエネルギーを考える（その11）」

那須広場塾

担当：鏑木孝昭
申込：090-6114-3525

無料

交流ホールAB

第7 回 那須地域交通検討会

担当：鏑木孝昭
申込：090-6114-3525

無料

交流ホールAB

色あそび

〜アクリル絵具で静物画を描こう！対象を自分の目でよく観察して描く〜

本をヒントにお話し会

講師：北原秀章
1,000 円
申込：090-8489-5999（近藤） (＋材料費初回500円)

交流ホールB

500 円

カフェ
「ここ」

担当：佐々木敏子
申込：0287-74-3434（広場）

100 円
（資料代）

交流ホールAB

交流ホール「ひろばのひろば」オープン記念

主催：那須まちづくり広場
申込：090-6114-3525(音楽工房「Lara らうむ」）

無料

交流ホールAB

13時 半〜15 時

演劇ワークショップ

講師 : 十文字律子・和知澄子 ( しらかわ演劇塾 )
申込 : 080-5506-1205（田中）

2,000 円

交流ホールA

13時 半〜15 時

自作詩の朗読と音の世界

主催：藤村百合子
申込：080-8850-8843

500 円

交流ホールAB

〜『Oil（老いる）』他にも気になる本はご持参ください〜

第21回「人生100年・まちづくりの会」

パイプオルガン & チェンバロコンサート

〜新しい自分に出会う〜

〜ウッドベース、ピアノ、歌で〜

主催：櫛引順子
申込：090-8322-5133

( お茶付き )

( お茶付き )

9:00 〜17:00

2022年
リニューアルオープン！

めぐり氣まま

10:00 〜 17:00

木・金・土営業

楽校deマルシェ 10:00 〜 17:00

8日より毎日営業

9 : 00 〜 18:00

8日より毎日営業

カフェ
「ここ」

