
● 参加費：無料
● 場所：交流ホールA「ひろばのひろば」
● 問合せ：那須まちづくり株式会社

1/22（日）13:30 ～15:00
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　現在、世界中が、多様に厳しい
状況となっています。
　今、私たちにできることは…と
考えました。
　2023年、誰にでも、どこででも、できること「祈り」から始
めたいと思います。今年こそは…との願いを込めて、「平和に
祈る！」をテーマに、たくさんの人たちの想いのこもったもの
で「LaLa えすぱす」を満たしたいと参加を呼びかけました。
折り紙、写真、絵手紙、編み物など、様々な「平和に祈る！」
をお寄せいただきました。様々な方々の「平和に祈る！」を感じ、
考え、行動する機会になれば…。
　「平和に祈る！」にご来場おまちしております。

自立の方サ高住「ひろばの家・那須１」が完成しました。「完成 内覧会」
を開催致します。ご希望の方は、必ず予約の上、ご参加ください。

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36 回 定例会

● 場所：交流ホール A「ひろばのひろば」
● 参加費：100円

1/17（火）10:30 ～12:00

13:00 ～15:00

● 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

1/21（土）

1/21（土）

● 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。

　校庭に建設した自立の方向けサ高住「ひろばの家・那須１」が完成。間も
なく入居が開始します。「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 と々出来上がり、「那須 100年コミュニティー」へまい進していきま
す。那須町を「生涯活躍・安心のまち」の実践の場に、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 )　090-7324-8309 　担当佐々木問合せ：那須まちづくり ( 株 )　0287-74-3434

「平和に祈る！」

●場所：LaLa えすぱす（那須まちづくり広場 1 階）
1/8 1/29～（日） （日） 9:00 ～17:00

「完成 内覧会」  1/26（木） 開催！
2023年1月 「ひろばの家・那須１」が完成

● 日程：第 1回 11:00～/ 第 2回 13:00～/ 第 3回 14:00～
　　　　（各回とも、定員 10名、要予約）
● 集合場所：交流ホール A「ひろばのひろば」
● 那須まちづくり（株）0287-74-3434

無添加石けん製造・販売で半世紀の実績をもつ
（株）シャボン玉本補の加藤友和さんをお迎えし、
「洗う」とは何か？ から、教えて頂きます。

講師：加藤友和（（株）シャボン玉本補）
講師：田沼芳友（NPO法人成年後見支援センターフォレスト）

● 参加費：無料
● 場所：交流ホールA「ひろばのひろば」
● 問合せ：那須まちづくり株式会社

1/21（土）
10:00 ～11:30

　任意後見制度とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、
予め後見人を決めておく制度です。NPO法人成年後見支援センターフォレスト
は、老後の生活に不安を抱えている方や認知症の症状が見られる方などをサポー
トする為に2006年設立。メンバーは行政書士、社労士、社会福祉士などさまざ
まな資格者で構成されています。
　制度の概要とこれまでの活動実践とこれからの課題をお話しいただきます。

楽校セミナー① 楽校セミナー②

多くの人が知らない事実
～「洗う」の誤解
　  健康な体ときれいな水を守る～

任意後見制度とは！
～その人らしい生き方と安全を支えるために～



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 0287-72-08886 日（金） 10:30 ～

11:30
楽校 de マルシェ500円

takeshi farm さんの焼き芋の季節到来
～いろいろお芋の味比べ～

　主催・問合せ：楽校 de マルシェ 
0287-72-088813 日（金）

12:00 ～

15:00 楽校 de マルシェ

無料平和に祈る！ 主催：那須まちづくり広場
問合せ・申込：0287-74-3434

8 日（日）      
29 日（日）

  9:00 ～

17:00
アートギャラリー

「Lara えすぱす」

無料

無料

8 日（日）      
29 日（日）

心の学び（故長尾先生に学ぶ）ヒーリング整体
～原君枝のオラクルカード～

主催：平山雅文、原君枝
問合せ：090-1609-0430

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
～心の声に耳をすます～

主催：ひとつぶのたね
連絡先：080-5573-377811 日（水）

10:00 ～

11:30
交流ホール B

「ひろばのひろば」
1,500円

（ハーブティーお菓子付き
要予約）

「ひろばの家・那須１」完成 内覧会 問合せ・予約申込：0287-74-343426 日（木）
①11:00 集合
②13:00 集合
③14:00 集合

交流ホール A
「ひろばのひろば」（要予約

各回定員 10 名）

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：090-3509-874120 日（金）

13:30 ～

15:00 カフェここ400円

500円

800円

（飲み物付き）

3,000円
（レシピ・お菓子

コーヒー付き）

（資料代）

「医師 中村哲の仕事・働くという事」上映会
～働くとは、仕事とは、平和とは何か～

主催：ワーカーズコープ那須事業所
予約・問合せ：0287-74-3919（木下）28 日（土）

10:30 ～

12:00
交流ホール A

「ひろばのひろば」

Let’ｓ Dance！
～アフリカンダンス、インドダンスなどリズムに合わせて体を動かしてみませんか～

主催：ダンスサークルいふの会
問合せ：090-8516-5130（伊藤ひろみ）26 日（木）

13:50 ～

15:00
交流ホール A

「ひろばのひろば」

無料任意後見制度とは！
～その人らしい生き方と安全を支えるために～

講師：田沼芳友　（NPO 法人フォレスト）
問合せ：0287-74-3434（那須まちづくり広場）21 日（土）

10:00 ～

11:30
交流ホール A

「ひろばのひろば」

無料

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：080-5446-684022 日（日）

10:00 ～

11:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」

無料多くの人が知らない事実
～「洗う」の誤解 健康な体ときれいな水を守る～

講師：加藤友和（㈱シャボン玉本補）
問合せ：0287-74-3434（那須まちづくり広場）22 日（日）

13:00 ～

14:00
交流ホール A

「ひろばのひろば」

第36 回 「人生 100年・まちづくりの会」 担当：佐々木敏子
申込：0287-74-3434（那須まちづくり広場）21 日（土）

13:00 ～

15:00
交流ホール AB

「ひろばのひろば」
100円

那須広場塾
「地域発のエネルギーを考える（その24）」

担当：鏑木孝昭
申込：090-6114-352517日（火）

  9:30 ～

11:30 無料 交流ホール B
「ひろばのひろば」

第 17 回 那須地域交通検討会 担当：鏑木孝昭
申込：090-6114-352517日（火）

13:00 ～

15:00 無料 交流ホール B
「ひろばのひろば」

「コーヒーワークショップ②」
～おいしい！カフェオレ（ソイオレ）を作ろう～

主催：コトリコーヒー那須アトリエ
問合せ：080-3195-2048（庄司）19 日（木）

10:00 ～

11:30
交流ホール B

「ひろばのひろば」

オシャレな色鉛筆画教室
～手軽な色鉛筆で、どなたでも素敵な絵が描けます～初心者歓迎

講師：阿部素尚
申込：090-9839-118815 日（日）

10:00 ～

12:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」1,000円

第 49 回「エネルギー療法体験教室」
～お花生け、抹茶（お菓子付き）エネルギー療法～

主催：MOA 栃木
問合せ：028-635-730523 日（月） 12:00 ～15:00 30分 500円

60分 1,000円
交流ホール A

「ひろばのひろば」（最終受付 14 時）

コトリコーヒー
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080-4639-9483

※【交流ホール 貸し出し料】ホール：A 午前・午後各 1,600 円  / ホール B：午前・午後各 1,000 円　受付：0287-74-3434


