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　2011年 9月に宮城県石巻へ赴任した朝日新聞・小野智美記
者（現大田原支局）が年月をかけて紡いできた「いのち」の記録、
『石巻だより』を紹介する展示です。記事にそっと寄り添うのは、
がんも大二さんのイラスト。新潟県佐渡駐在時の取材をもとに
生まれた物語『50とよばれたトキ』（2012）の挿絵原画（がんも
大二）も出展します。

　Swing MASAさんのサックスは、優しく、哀しく、時に激しく、身体の奥に
響きます。毎年、3・11には福島でのライブを続けているSwing MASA のラ
イブが、今年は、福島のライブ後に那須で実現します。なんともならないよう
なニュースばかりが目立つこの頃、Don’t Kill をテーマに演奏活動をしている
マサさんの音楽の世界にしばしひたってみませんか！
　Swing MASAの世界をたっぷりお楽しみください。

折込新聞『石巻だより』展
～いのちをつむぐ～

問合せ・申込：那須まちづくり ( 株 )　0287-74-3434

● 場所：LaLa えすぱす（那須まちづくり広場 1 階）

3/3 3/29～（金） （水）9:00～17:00

Swing MASA in 那須
ライブ＆トーク
Don’t Kill Vol.2

● 場所：交流ホールA「ひろばのひろば」 　● 参加費：1500円（高校生以下無料）
● 演奏：Swing MASA（Saxophone）、ASAMI（Piano＆Vo）、近藤研之（Bass）
● 問合せ：那須まちづくり（株）　● 申込み：0287-74-3434

ライブ＆トーク

● 話し手：佐々木花菜、聞き手：小野智美
● 会場：ホールA「ひろばのひろば」
● 参加費：無料
● 問合せ：那須まちづくり（株）
● 申込：0287-74-3434 那須まちづくり（株） 

3/19（日）10:30 ～12:00

3/12（日）16:00 ～18:00

冬晴れの朝でした。宮城県石巻市雄勝町の港そばの雄勝中学
校では卒業式がありました。3年生の姉より先に学校へ。市職
員の父、市立病院職員の母は半休を取って出席し、式後、それぞ
れの職場へ向かいました。朝日新聞記者が2014 年 9月から発
行する折込新聞『石巻だより』の連載「雄勝巡礼」の家族の話を
しましょう。

LaLaえすぱす お話し会

あの日は中学１年生でした。
～いのちをつむぐ～

ジャズサクソフォン奏者。1987
年支援者の出資金で Jazz 修
行のため New York へ渡る。
2001 年大阪府よりプリムラ奨
励賞を受賞。アメリカと日本を
往復し、非暴力、脱原発、非戦、
死刑廃止をテーマに演奏活動
中。

● Swing MASA プロフィール

さとみ

だいに



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 2,000 円   /  午後 2,000 円   /  夜間 3,000 円
ホール A　 ：午前 1,600 円   /  午後 1,600 円   /  夜間 2,400 円
ホール B　：午前 1,000 円   /  午後 1,000 円   /  夜間 1,200 円

期間により、3,000 円～ 11,000 円

コトリコーヒー
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080-4639-9483

無料

無料

アートギャラリー展
「折込新聞『石巻だより』～いのちをつむぐ～」

主催：那須まちづくり（株）
問合せ・申込：0287-74-3434

3 日（金）   ～    
29 日（水）    

  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 0287-72-08883 日（金）

12 日（日）

10:30 ～

11:30
楽校 de マルシェ500円

3 日（金）   
4 日（土）

パンのお供にいかが
～マルシェで人気のスプレッドやスープのご紹介と試食～

主催・問合せ：楽校 de マルシェ 
0287-72-0888

11:00 ～

15:00
楽校 de マルシェ

無料体と心と癒しの整体
～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：090-1609-0430

5 日（日）      
26 日（日）

10:00 ～

16:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」

無料

健康ノルディックウォーキング体験会
～効果的な歩き方を楽しく学びましょう～

講師：玉木眞一（公認インストラクター）　
問合せ・申込み：らくらくオアシス  

0287-74-3663

10 日（金）   
28 日（火）

10:00 ～

12:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」

Swing MASA in 那須 ライブ＆トーク
～ Don’t Kill Vol.2 ～

演奏＆トーク：Swing MASA
問合せ：那須まちづくり（株）

0287-74-3434
16:00 ～

18:00
交流ホール A

「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：090-6114-352514 日（火） 13:00 ～

15:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」

1,500円
（高校生以下無料）

3,000円
（レシピ・パン

コーヒー付き）

「コーヒーワークショップ⑤」
～カフェオレとパンを楽しむ～

主催：コトリコーヒー那須アトリエ
問合せ：080-3195-2048（庄司）16 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：090-3509-874117日（金）

13:30 ～

15:00
カフェここ400円

（飲み物付き）

500円
（ポール込）

LaLa えすぱす   お話し会
あの日は中学１年生でした。～いのちをつむぐ～

話し手：佐々木花菜
聞き手：小野智美（朝日新聞大田原支局）19 日（日）

10:30 ～

12:00
交流ホール A

「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、初めての方でも素敵な絵が描けます～

講師：阿部素尚
申込：090-9839-118819 日（日）

10:00 ～

12:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」1,000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：080-5446-684019 日（日）

13:30 ～

15:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」

那須広場塾
「エネルギーの地消地産で温暖化防止を」

担当：鏑木孝昭
申込：090-6114-352518 日（土）

13:30 ～

15:30 無料

無料

交流ホール A
「ひろばのひろば」

音楽工房 LaLa らうむ 春のコンサート　
♪ペダルチェンバロで奏でるバッハのオルガン曲♪

演奏：米澤陽子
主催・問合せ：音楽工房 LaLa らうむ　

090-6114-3525
26 日（日）

14:00 ～

15:30
交流ホール A

「ひろばのひろば」
1,000円

（高校生以下無料）

第 50 回「エネルギー療法体験教室」　
～お花生け、お抹茶（お菓子付き）エネルギー療法～

主催：MOA 栃木
問合せ：028-635-730520 日（月）

30分 500円
60分 1,000円

交流ホール A
「ひろばのひろば」

12:00 ～15:00
（最終受付 14 時）


