
●場所：交流ホールA「ひろばのひろば」 
●参加費：無料
●申込み：那須まちづくり株式会社 
　　　　　0287-74-3434
ZOOM配信希望は info@nasuhiroba.com

12/17（土）10:00 ～11:30
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　見捨てられた草木一本にも大切にさ
れるべき命が宿っているという仏教思想
のもと、山川に打ち捨てられた枝や取り壊された家の柱、生きている
庭木などに仏を彫っています。今回は、作者が 10 年間にわたり彫っ
た様々な仏像を初期作品から展示。人々が人生の中で出会ったいろん
な木たちには独特のぬくもりがあります。その記憶を掘り起こすように、
生きたしるしを仏の形に刻んでいますので、ご高覧下さい。
　会期中に那須で出会った材を用いて、新たに制作展示する予定です。

　「良い介護と良い看取り」をかかげて、来年春に開設する「みとりえ那須」。
運営は看護師・佐久間洋子さんとリハビリデザイン研究所代表・山田穣さん。
　佐久間さんは東京警察病院はじめ訪問看護ステーション所長など、病院・
施設・訪問看護と多様な現場を経験、同じ人でも自宅での表情が明るいことに
気づきます。そんな時お姉さんが末期がんを患い、集中治療室の最期に立ち
会った時、悔しさと無力感に打ちのめされました。
　2013年、佐久間さんは東京都三鷹市で医療処置対応型シェアハウス「ナース
さくまの家」を開設。最期まで自然体で暮らせる居場所を開き続けてきました。
　そこで「高齢者の望む生活を自然にやってのける熱い人」山田さんとの出会い
も。彼は生活リハビリを現場で支える設備を開発、提案、提供しています。
その佐久間さんと山田さんの新しい挑戦「みとりえ那須」の目指す事とは？
これまでのこと、これから実践したいことを話していただきます。

12月に完成予定の「ひろばの家・那須１」（自立の方向けサ高住）へのご入居を
検討されている方は、この会にご出席ください。

那須会場　● 第35 回 定例会

●場所：交流ホール A「ひろばのひろば」
●参加費：100円

12/19（月）10:30 ～12:00

12/17
13:00 ～15:00

（土）

12/17（土）●場所：交流ホールB「ひろばのひろば」
10:30 ～12:00

◎「ひろばの家・那須１」説明会

◎「ひろばの家・那須１」説明会

12/19（月）13:00 ～14:30◎第 �� 回定例会 ………………

●場所：（一社）コミュニティネットワーク協会   高齢者住宅情報センター  東京（渋谷）
　最寄り駅：JR「渋谷駅」 　ご予約の方に、地図を送付します。

　本年６月から、校庭に建設しておりました自立の方向け高齢者向け住
宅「ひろばの家・那須１」が今月完成し、新年１月から入居が始まりま
す。「那須まちづくり広場」には介護の拠点、コミュニティの拠点が着々
と出来上がっています。　那須町を生涯活躍・安心のまちに、廃校を
利用した少子高齢化社会の新しい拠点づくりに興味のある方、お集まり
ください。

問合せ：那須まちづくり ( 株 )　���-����-���� 　担当佐々木主催：佛工房ムクロジカ　西除闇　���-����-����

西 除闇　個展
「Incidente 
 （インシデンチー偶景ー）」

●場所：LaLa えすぱす（那須まちづくり広場 � 階）
12/2 12/28～（金） （水）9:00 ～17:00

楽校セミナー

老いと死の新しいカタチの家
～みとりえ那須の目指す事～

12/16（金）13:30～15:00
● 参加費：無料
● 会場：ホールA「ひろばのひろば」

● 主催：那須まちづくり株式会社
● 共催：とうきょう地域ケア研究会

《 講師 》
佐久間 洋子（看護師）

山田 穣（リハビリデザイン研究所代表）

学校は楽しくてホッとしたり、ワクワクできる居場所になれる。そのカギは高齢者。

「学校を『楽校』にしてみたら」
近山恵子のきまぐれ講座 ④

ゲスト：岡崎勝（小学校教員、『お・は』編集人）【オンライン参加】
講　師：近山恵子 

西 除闇 ワークショップ
～那須で出会った木たちに彫ってみよう～

12/3（土）
●参加費：���� 円（材料費込）
●持参するもの：軍手、彫刻刀（平刀と丸中刀）
●場所：ホール B「ひろばのひろば」10:00 ～12:00
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西 除闇　個展
「Incidente （インシデンチー偶景ー）」

主催：佛工房ムクロジカ　西除闇
問合せ：���-����-���� 無料� 日（金）～

�� 日（水）
9:00 ～

17:00
アートギャラリー

「LaLa えすぱす」

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！～

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

10:30 ～

11:30
楽校 de マルシェ���円

無料ノンアルコールワイン・シャンパンの試飲とチョコレートの試食！
～クリスマスやお正月の特別な日に～

主催・問合せ：楽校 de マルシェ 
����-��-����

� 日（金）
� 日（土）

11:00 ～

15:30
楽校 de マルシェ

無料

無料

� 日（日）      
�� 日（日）

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：���-����-����

10:00 ～

16:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」

　あなたと絵本とおしゃべりと
～青い鳥をさがして～

主催：ひとつぶのたね
連絡先：���-����-����� 日（火）

10:00 ～

11:30
交流ホール B

「ひろばのひろば」
�,���円
（要予約）

超入門コーヒーを知る教室
～コーヒーの座学とドリップコーヒーを楽しむ～

講師：大瀧 剛
問合せ：���-����-����� 日（月）

14:00 ～

16:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」
�,���円

（コーヒー付き）

西 除闇 ワークショップ
～那須で出会った木たちに彫ってみよう～

主催：佛工房ムクロジカ　西除闇
問合せ：���-����-����� 日（土）

10:00 ～

12:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」
�,���円

（材料費込、彫刻刀
  軍手ご持参ください）

「コーヒーワークショップ➀」
～ハンドドリップで珈琲を淹れよう～

主催：コトリコーヒー那須アトリエ
問合せ：���-����-����（庄司）�� 日（木）

10:00 ～

11:30
�,���円

（レシピ・お菓子・コーヒー付き）

音楽工房 LaLa らうむクリスマスコンサート
～小型パイプオルガンとアンティーク・リードオルガンで聴くクリスマス～

演奏：米澤陽子
主催・問合せ：音楽工房 LaLa らうむ　

���-����-����
�� 日（日）

14:15 ～

15:30
交流ホール A

「ひろばのひろば」
�,���円

（高校生以下無料）

那須カンマーコア 
クリスマスミニコンサート

主催：那須カンマーコア合唱団
問合せ：���-����-����

info@nasukc.club　�� 日（土）
14:00 ～

16:00
交流ホール A

「ひろばのひろば」
大人（前売り）�,���円
高校生以下 �,���円

色あそび
～初心者は三色で好きな絵を、経験者は自画像にチャレンジ～

講師：北原秀章
申込：���-����-����（近藤）� 日（金） 10:00 ～

12:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」
�,���円

（＋材料費 ��� 円～）

クレニオ・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～

主催：田部井じゅん子
（アプレジャーインスティテュート・公認セラピスト )  

申込：���-����-������ 日（土）
10:00 ～

12:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」

交流ホール B
「ひろばのひろば」

��分 �,��� 円
（要予約）

      食のおしゃべり会
～管理栄養士と食事についてはなしてみましょう～

主催：篠崎美砂子（管理栄養士）
問合せ：���-����-����( カフェここ）� 日（金）

10:00 ～

11:30
カフェここ���円

（飲み物付き）

日本統合医療学会栃木支部 第５回セミナー
「災害と統合医療」

講師：➀林 洋克（NHK 防災専門家）、 ➁小野直哉（同会理事）
主催：日本統合医療学会栃木支部  問合せ：���-����-������ 日（日）

14:00 ～

16:00
交流ホール A

「ひろばのひろば」

無料老いと死の新しいカタチの家
～みとりえ那須の目指す事～

講師：佐久間洋子（看護師）
山田穣（リハビリデザイン研究所代表）

主催：那須まちづくり株式会社
�� 日（金）

13:30 ～

15:00
交流ホール A

「ひろばのひろば」

無料近山恵子の気まぐれ講座➃
～小学校を「楽校」にしてみたら～

ゲスト：岡崎勝（小学校教員・『お・は』編集人）
申込：那須まちづくり広場 ����-��-������日（土）

10:00 ～

11:30
交流ホール A

「ひろばのひろば」

無料避難所ゲーム
～ゲーム形式で災害への備えを学びませんか？～

主催：那須まちづくり広場グランドデザインを考える会
問合せ・申込：���-����-������ 日（日）

10:00 ～

12:00
交流ホール A

「ひろばのひろば」

無料広場の植栽・防災・環境共生を考える 主催：那須まちづくり広場グランドデザインを考える会
問合せ・申込：���-����-������ 日（日）

13:00 ～

14:00
交流ホール B

「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：����-��-����（那須まちづくり広場）��日（土）

13:00 ～

15:00
交流ホール AB

「ひろばのひろば」���円

那須広場塾
「地域発のエネルギーを考える（その��）」

担当：鏑木孝昭
申込：���-����-������ 日（火）

  9:30 ～

11:30 無料 交流ホール B
「ひろばのひろば」

　オシャレな色鉛筆画教室
～初心者歓迎。ちょっとしたコツで、どなたでも素敵な絵が描けます～

講師：阿部素尚
申込：���-����-������ 日（日）

10:00 ～

12:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」�,���円

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～

主催：MOA 栃木
問合せ：���-���-������ 日（月） 12:00 ～15:00 ��分 ���円

��分 �,���円
交流ホール A

「ひろばのひろば」（最終受付 �� 時）

コトリコーヒー


