
最期まで誰もがその人らしく暮らせる
“生涯活躍のまちづくりの拠点”へ

那須まちづくり広場（旧朝日小学校）の改修工事が5月末で完成！

   

5
　���� 年より旧朝日小学校を活用し、那須まちづくり
広場として、“学びと実践” をモットーに少子高齢社会
の新しい拠点を創造、実践してきました。すでに、マルシェ、
カフェ、ゲストハウス、サービス付き高齢者向け住宅や
ケーキ工房など、各種テナントが開業しております。

　いよいよ今年 �月末、東側校舎の改修工事も完了し、通所デイサービス「あい・デイサービス那須」、
就労継続支援 B 型 / 生活介護「すくらむ」、児童発達支援 / 放課後等デイサービス「いちばんぼし」、
多世代共生の暮らし・セーフティネット住宅「ひろばの家・那須�」がオープンします。
　そして、校庭に企画しております 自立の方向け高齢者住宅「ひろばの家・那須 � 」が、���� 年 � 月
開設を目指し、着工予定です。
　リニューアルオープンする「那須まちづくり広場」に、ぜひご来場、ご見学ください。

●場所：交流ホール A「ひろばのひろば」
●参加費：��� 円
●主催：めぐり氣まま
●問合せ：megurikimama@gmail.com

��:��～��:��5/14（土）

めぐり氣ままワークショップ
「トゥルーコストファストファッションの真の代償」に学ぶ

　竹布とオーガニックコットンの店「めぐり
氣まま」では、着る人、生産する人、地球に
も優しい品物と情報を提供しています。� 月
のワークショップでは『トゥルーコストファ
ストファッションの真の代償』から、「コスト」
について、一緒に考えたいと思います。

「ひろばのひろば」よりのご案内

Let’s Dance
　リズムに合わせて、身体を動かす楽しさを味わってみません
か。アフリカンダンス、インドダンス、ラジオ体操などなど
リズムに合わせて、マイペースで楽しみましょう。ディスコ
世代も、クラブ世代もご一緒に……。

●場所：交流ホール A「ひろばのひろば」
●参加費：��� 円
●主催：ダンスサークルいふの会
●問合せ：���-����-����(藤村百合子)��:��～��:��

5/26（木）

●場所：コミュニティカフェ「ここ」
●参加費：��� 円（飲み物付き）
●主催：佐久間洋子（看護師）
●問合せ：���-����-����

��:��～��:��5/13（金）

暮らしの保健室・那須　～ナースと話そう暮らしのあれこれ～

　身体のこと、医療のこと、暮らしの中で
のちょっとした疑問、どこに聞いたら良いか、
わからないことも、相談、お話し伺います。
主催は、都内でナースと暮らすシェアハウス

「ナースさくまの家」を ����年から運営して
きた佐久間洋子看護師。お気軽にご参加く
ださい。また、個別の相談にも応じます。

映像を見て語る会「Fukushima 50」
　東日本大震災の原発事故のとき福島第一発電所に留まって
対応した約 �� 名の作業員たちの闘いを描く映画。「後世に残る
貴重な記録」、「東電を礼賛するだけの映画」と評価が分かれて
います。あなたの評価は ?

●場所：交流ホール A「ひろばのひろば」
●参加費：���� 円
●主催：映像を見て語る会
●問合せ：���-����-������:��～��:��

5/22（日）

　那須で活動するアーティ
スト平山和詩さんの作品は、
カエル、カメレオン、昆虫な
ど生き物を題材にした作品
が多く、自由で、緻密なタッ
チで、色 彩豊 かなたくさん
の 笑 顔 が 詰まっています。
���� 年 第５回キラキラっと

●場所：LaLa えすぱす
　　　　（那須まちづくり広場 � 階）  
●参加費：無料
●主催：那須まちづくり広場 
●問合せ：����-��-����

�:��～��:��
（日）5/3 29（火）～

アートギャラリー展　「LaLaえすぱす」

アートコンクール・夢がいっぱいで賞に入選、���� 年、フランス・ナント市で開催
された「 日本のアール・ブリュット『KOMOREBI』展」に、栃木県から唯一出展さ
れました。今、世界中で必要とされている “ボーダレスの世界” をお届けいたします。

那須まちづくり広場  / ����-��-����　���-����-����

那須まちづくり広場・自立と共生プロジェクト
人生100年・まちづくりの会

●場所：地下鉄「半蔵門駅」近くのレンタル
　　　　スペースにて開催。
　　　　ご予約の方に、地図を送付します。

東京会場　●第11回定例会

●場所：交流ホール A・B「ひろばのひろば」
　　　　（校舎 � 階西側）
●参加費：��� 円

那須まちづくり広場は、“那須町を生涯活躍のまちに”、“地域コミュ
ニティの拠点” を目指しています。たくさんの課題がありますので、
全体会の後、以下の�分科会にわかれて話し合いをします。➀那須ま
ちづくり広場の活動、➁校庭につくる、自立の方向け高齢者住宅の
企画、➂校舎にできる賃貸住宅の案内。

那須会場　●第28回定例会

��:��～��:��
5/21（土）

��:��～��:��
5/28（土）

「平山和詩  個展」



5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
※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。

那須まちづくり広場「楽校」

日付 時刻 内容 講師・予約申込・問い合わせ先 参加費 場所

めぐり氣まま・ワークショップ
「『トゥルーコストファストファッションの真の代償』に学ぶ」

「『那須まちづくり広場』のこれまでと
これからの未来 ����」試写会 主催・問合せ：那須まちづくり広場 ����-��-���� 無料

��� 円

オシャレな色鉛筆画教室
～  月１回で初心者でも素敵な絵が描けるようになります～

第 �� 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～

講師：阿部素尚
申込：���-����-����

主催：ワーカーズコープ那須事業所
問合せ：����-��-����   （坂本）

�,���円

クレ二オ・セイクラル・セラピー体験会
～クレニオ（頭蓋仙骨療法）を体験してみませんか～

小さな手仕事の会
～自然な素材で誰でも簡単、おしゃべりしながら楽しく手仕事！～

主催：ひとつぶのたね
連絡先：���-����-����

�,���円
（要予約）

アートギャラリー
「LaLa えすぱす」

誰でも簡単！椅子ヨガ体験
～椅子に座ったまましっかり運動ができます～

講師：岩下友希
申込：hibi.okashi@gmail.com

� ,���円
（飲み物は持参）

交流ホール A
「ひろばのひろば」

あなたと絵本とおしゃべりと
～大人にこそ　絵本を～

主催：田部井じゅん子（peace of I)
申込：���-����-����

交流ホールB
「ひろばのひろば」

Excel に触れてみよう！ ～数式編～ 主催：ワーカーズコープ那須事業所
問合せ：����-��-����   （坂本） カフェここ

交流ホール A
「ひろばのひろば」

カフェここ

交流ホール A
「ひろばのひろば」

交流ホール A
「ひろばのひろば」

講師：笠間郁子（なずな主宰）
主催・問合せ：楽校 de マルシェ ����-��-����

アートギャラリー展
平山和詩 個展 主催・問合せ：那須まちづくり広場 ����-��-����

� 日（水）

� 日（日）

�� 日（土）

�� 日（火）

�� 日（火）

�� 日（火）

� 日（火）

��日（水）

�� 日（木）

�� 日（金）

��日（金）

�� 日（日）

�� 日（日）

�� 日（日）

� 日（金）

��日（土）

�� 日（日）

�日（土）

�� 日（月）

� 日（火）～

�� 日（日）

楽校 de マルシェ

「LaLa らうむ」
春のプロムナードコンサート

演奏：米澤陽子
問合せ：���-����-���� 無料

Word に触れてみよう！ ～機能編～

映像を見て語る会
「Fukushima��」

主催：映像を見て語る会
問合せ：���-����-���� �,���円 交流ホール A

「ひろばのひろば」

主催：めぐり氣まま
問合せ：megurikimama@gmail.com

担当：鏑木孝昭
申込：���-����-����

交流ホール B
「ひろばのひろば」

「広場」の植栽・防災・環境共生を考える
～畑・たい肥づくりなどの活動です～ 無料 交流ホール A

「ひろばのひろば」

��� 円 交流ホール A
「ひろばのひろば」

主催：那須まちづくり広場 グランドデザイン部会
申込：���-����-����

担当：鏑木孝昭
申込：���-����-���� 無料第 �� 回那須地域交通検討会

主催：ダンスサークルいふの会
申込・問合せ：���-����-���� （藤村百合子）

Let’ s　Dance　～アフリカンダンス、 インドダンス
ラジオ体操 他 リズムに合わせて体を動かしてみませんか～

��分 �,���円
（完全予約制）

無料

交流ホール B
「ひろばのひろば」

���円

暮らしの保健室・那須
～ナースと話そう暮らしのあれこれ～

主催：佐久間洋子（看護師）
問合せ：���-����-���� カフェここ���円

（飲み物付き）

���円
�,���円

��分
��分

��� 円 カフェここ

主催：MOA 栃木
問合せ：���-���-����

9:00 ～

17:00

10:30 ～

11:15

10:30 ～

11:30

10:00 ～

11:30

9:00 ～

13:00

10:00 ～

11:30

10:30 ～

11:30

9:30 ～

11:30

10:00 ～

15:00

10:00 ～

12:00

13:30 ～

14:30

交流ホール B
「ひろばのひろば」

講師：北原秀章
申込：���-����-����（近藤）

   色あそび
～  初心者向け好きな物を描く、経験者は自画像にチャレンジ～

12:00～16:00

10:00 ～

12:00

13:00 ～

14:30

14:30 ～

16:30

9:30 ～

10:30

�� 日（金）
�� 日（土）
�� 日（日）

13:30 ～

15:00

13:00 ～

15:00

13:00 ～

16:00

➀��:��                
➁��:��                
➂��:��    各��分

( 最終受付 �� 時）

��� 円

那須広場塾
「地域発のエネルギーを考える（その ��）

LaLa らうむ

無料

�,���円
（＋材料費 ���円）

��日（土）

交流ホール B
「ひろばのひろば」

無料主催・問合せ：楽校 de マルシェ ����-��-���� 楽校 de マルシェ甘味料のご紹介
～いろいろな甘味料の甘味の違いを知る～

交流ホール AB
「ひろばのひろば」第 �� 回 「人生 ��� 年・まちづくりの会」 担当：佐々木敏子

申込：����-��-����（広場）
13:00 ～

15:00
��� 円
（資料代）

無料整体体験会ー１分で１個癒す体と心
～長尾ヒーリングで胃を上げ癒す施術～

主催：平山雅文
問合せ：���-����-���� 無料 交流ホール B

「ひろばのひろば」
10:00 ～

16:00

【アクセス】那須町豊原丙 ����（旧朝日小）

�


