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　「那須まちづくり広場」には、香害（＝公害）で化学物質過敏
症を発症し、障害を抱えながら暮らし働いている人たちがいま
す。その障害を理解し、ともに考える機会とするために企画しま
した。会期中には「カナリアカフェ」や「ナチュラルクリーニング
講座」を開催予定です。詳細は、「那須まちづくり広場フレグラ
ンスフリー実行委員会」FBで！

　「よい介護と良い看取り」を掲げ、「那須まちづくり広場」の隣地に開設します。
運営を担うのは、東京都三鷹市で10年間「ナースさくまの家」を実践してき
た看護師・佐久間洋子さんと「新しい介護のカタチ」を提案し、人材育成
にも取り組んできたリハビリデザイン研究所山田穣さん。開設記念セミナー、
ご参加ください。

1月30日にオープンした、自立の方向けサ高住の入居説明会です。

那須会場　● 第37 回 定例会

● 場所：交流ホール A「ひろばのひろば」
● 参加費：100円
※偶数月の開催に変更します。

2/15（水）10:30 ～12:00

● 場所：交流ホールB「ひろばのひろば」

◎ サービス付き高齢者向け住宅「ひろばの家・那須１」入居説明会

◎「ひろばの家・那須１」説明会

13:00 ～15:002/18（土）

10:30 ～12:002/18（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。

生涯活躍・安心のまちづくりに興味ある方、お集まりください。

問合せ・申込：那須まちづくり ( 株 )　���-����-���� 　担当佐々木問合せ・申込：那須まちづくり ( 株 )　����-��-����

＜化学物質過敏症＞

発症者からのメッセージ

●場所：LaLa えすぱす（那須まちづくり広場 � 階）
2/1 2/26～（水） （日） 9:00 ～17:00

 “死ぬまで生きよう！
   新しい介護と看取りを探す”

2023年3月1日 ヒノキと居酒屋のシェアハウス
「みとりえ那須」オープン！

● 会場：ホールA「ひろばのひろば」　
● 参加費：無料(要予約)
● 問い合わせ先：㈱リハビリデザイン研究所
　TEL 0422-34-3177 / FAX 0422-34-3176
　E-mail rehabili.design@tbh.t-com.ne.jp

開設記念セミナー

講師：松田博美（ジャパンマシニスト社）
　　  庄司良博（コトリコーヒー）ほか。

● 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
● 申　込：0287-74-3434( 那須まちづくり（株）)

2/5（日）14:00 ～15:30
　「那須まちづくり広場」は、誰もが、最期まで、その人らしく暮らせるま
ちづくりの拠点をめざしています。障害があっても、なくても、共に過
ごす場です。新しい公害と言われる「香害」、化学物質過敏症者の障
害を理解するために、当事者から、いつどのように発症したのか、どの
ような日常を過ごし、対策はあるのかなどお話しいただきます。
　共に生きるために、私たちに何ができるのか、考えたいと思います。

楽校セミナー①

なぜいま、那須まちづくり広場で「無香料」？
―ともに暮らし・働き・集う私たちー

―ともに暮らし・働き・集う私たちー

2/23（木）
開催

10:00　　　　　開演
10:10 ～12:00　佐久間洋子、山田穣「みとりえ那須の思いや目指すもの」
12:00 ～13:30　内覧説明会　兼　昼食
13:30 ～14:30　基調講演　久田恵さん「ここが本当の終の棲家かもね」
14:30 ～15:00　檜創建代表取締役 小栗幹大「物作りから物語へ」
15:00　　　　　トークショー
16:00　　　　　終了
17:00 ～　　　   懇親会

開設記念内覧会を、2/24（金）～ 2/26（日）に行います。参加ご希望の方はご予約下さい。



交流ホール「ひろばのひろば」をご利用ください！ アートギャラリー「LａLａえすぱす」をご利用ください！
ホール全体：午前 �,��� 円   /  午後 �,��� 円   /  夜間 �,��� 円
ホール A　 ：午前 �,��� 円   /  午後 �,��� 円   /  夜間 �,��� 円
ホール B　：午前 �,��� 円   /  午後 �,��� 円   /  夜間 �,��� 円

期間により、�,��� 円～ ��,��� 円

コトリコーヒー
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���-����-����

無料

無料

＜化学物質過敏症＞発症者からのメッセージ
ーともに暮らし・働き・集う私たちー

問合せ：那須まちづくり広場
フレグランスフリー実行委員会

�日（水）      
�� 日（日）

  9:00 ～

17:00
アートギャラリー

「Lara 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）

� 日（日）

10:30 ～

11:30
楽校 de マルシェ���円

���円�日（水）      
�� 日（日）

カナリアカフェ     
 ～柔軟剤などの香り製品を使わない方のための

期間限定「フレグランスフリーカフェ」です～
問い合わせ先

庄司　���-����-����
10:00 ～

12:00
�日交流ホールB

��日交流ホールA（お菓子と飲み物付）

� 日（金）   
� 日（土）

冬のあったかい飲み物紹介
～身体を温める効果のある飲料の試飲～

主催・問合せ：楽校 de マルシェ 
����-��-����

10:30 ～

15:30
楽校 de マルシェ

無料無料整体体験会
～長尾ヒーリングで胃を上げて心を癒す～

主催：平山雅文
問合せ：���-����-����

� 日（日）      
�� 日（日）

10:00 ～

16:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」

無料なぜいま、那須まちづくり広場で「無香料」？
～ともに暮らし・働き・集う私たち～

講師：松田博美、庄司良博ほか
申込：����-��-����(那須まちづくり広場)

14:00 ～

15:30
交流ホール A

「ひろばのひろば」

だれでもできる陶芸教室（初心者歓迎）
～あなただけのお地蔵様をつくってみませんか！～

主催：アートまなべ 
問合せ：���-����-���� 真鍋秀子� 日（水）   9:30 ～

11:30
交流ホール B

「ひろばのひろば」�,���円

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

13:00 ～

16:00

カフェここ���円
（飲み物付き）

（要予約）
頭蓋仙骨療法 (クレニオセイクラルセラピー) 施術会

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（日） ��分 �,���円 交流ホール B

「ひろばのひろば」

�,���円
（レシピ・パン

コーヒー付き）

「コーヒーと色々なパンを楽しむ」
～産地別のコーヒーをパンと共に味わう～

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
交流ホール B

「ひろばのひろば」

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：���-����-������日（金） 13:30 ～

15:00
カフェここ���円

（飲み物付き）

（資料代）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

（要予約）

オシャレな色鉛筆画教室
～手軽な色鉛筆で、初めての方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

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」

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」

みとりえ那須完成記念講演
～ みとりえ那須の目指すもの～

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）

申込： ����-��-����
�� 日（木・祝） 10:00 ～

16:00
無料 交流ホール A

「ひろばのひろば」

（要予約）
みとりえ那須内覧会 問合せ・申込： ����-��-����

（リハビリデザイン研究所）
無料

（要予約）
随時 みとりえ那須

�� 日（金）  
�� 日（土）     

  �� 日（日）


