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　安心の暮らしのためには災害への備えは必須です。「那須まちづくり広場」
では開設以来防災の活動に取り組んできました。「ひろばの家・那須１」への
入居が始まり、住民が増えてきたこの機会に、改めて防災について学び、今後
の活動について考えることにしました。
　今回のセミナーでは、那須町総務課防災担当の方に町の防災への取り組み
や地域住民に期待することをお話しいただき、「広場」からこれまでの活動に
ついてお話しさせていただき、参加者全員で今後の活動について話し合って
いきます。関心ある皆様の参加、お待ちしております。

「みんなの暮らしをみんなで守る」
～那須町と「広場」の防災を学ぶ～

● 講師：那須町役場総務課職員
● 場所：交流ホールA「ひろばのひろば」　　　　　● 参加費：無料
● 問合せ・申込：那須まちづくり（株）0287-74-3434

楽校セミナー

4/22（土）13:30 ～15:00

● 場所：交流ホール A「ひろばのひろば」
● 参加費：100円（偶数月に開催いたします）

[那須会場] 第38回 定例会
廃校を利用した少子高齢化社会の新しいまち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)　
　　　　　0287-74-3434

　校庭に建設した自立の方向きサービス付き高齢者向
け住宅「ひろばの家・那須 1」は1月完成、入居も
始まりました。入居の際に断捨離の対象となった衣類、
食器、家具などを提供いただきました。また「リサイ
クルコーナー」に提供いただいきながらスペースの都
合上展示できなかったものも今回お出しします。
　バサーへの提供は、24日までにお持ちください。
また、27日にバザー品の値付けをいたします。お手
伝いいただける方は、お声がけください。
　なお売上金は、「那須まちづくり広場」の備品購入
に使わせていただきます。

「那須まちづくり広場」初めてのバザー
～衣類・食器・家具・置物などなど～

初めてのバザー

● 場所：ホールA「ひろばのひろば」
● 問合せ：那須まちづくり（株）0287-74-3434

4/28（金） 4/30（日）9:00 ～17:00～

　今月は、リハビリデザイン研究所
が「生活リハビリ」を体験できるモ
デルルームを「LaLa えすぱす」で
提供します。リハビリデザイン研究
所は、「みとりえ那須」を運営してい
ます。肩までつかり、座ったまま入
れるお風呂、自分の体重をうまく使っ
て立ち上れる手すり、自分の使いやすい高さに調節できる洗面
台。受け身の介護から、暮すための、生きるための介護を体験し、
死ぬまで生きるためにできることを一緒に考えてみませんか。

生活リハビリ体験ルーム
～あなたの暮らしに活かしませんか～

● 場所：LaLaえすぱす（那須まちづくり広場1階）
● 問合せ：（株）リハビリデザイン研究所　
● 電話0422-34-3177 ／ FAX  0422-34-3176

アートギャラリー展

4/1（土） 4/28（金）9:00 ～17:00～

4/15（土）13:00 ～15:00



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

「生活リハビリ」体験ルーム
～あなたの生活に活かしませんか～

問合せ：（株）リハビリデザイン研究所
����-��-����

�日（土）   ～    
�� 日（金）    

  9:00 ～

17:00
アートギャラリー

「Lara えすぱす」

無料「那須まちづくり広場」初めてのバザー
～ 衣類・食器・家具・置物などなど～

問合せ：那須まちづくり（株）
����-��-����

�� 日（金）   ～ 
�� 日（日）    

10:00 ～

17:00
交流ホール A

「ひろばのひろば」

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（土）

� 日（日）

10:30 ～

11:30
楽校 de マルシェ���円

ナチュラルクリーニング
～クエン酸・重曹・石けんを使ったお掃除～

主催・問合せ：楽校 de マルシェ 
����-��-����

10:00 ～

12:00

無料

無料

無料整体 体験会
～長尾弘先生（故）に心を学ぶ～

主催：平山雅文
問合せ：���-����-���� 夕翔庵

� 日（日）      
�� 日（日）

10:00 ～

16:00
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」

無料

無料

牧野成史　テノール・ソロ
１時間のリサイタル

独唱：牧野成史 
（元ザルツブルグ大聖堂主席ソリスト）

問合せ：���-����-����
13:00 ～14:00
15:00 ～16:00

10:30 ～12:00
13:30 ～15:00

交流ホール A
「ひろばのひろば」

  みんなの暮らしはみんなで守る
～那須町と「広場」の防災を学ぶ～

講師：那須町役場総務課職員
問合せ・申込：那須まちづくり（株）

����-��-����
�� 日（土）

13:30 ～

15:00
交流ホール A

「ひろばのひろば」

�,���円
（限定 �� 席）

�,���円
（パッチ２枚付き）

�,���円
（レシピ・パン　　

コーヒー付き）

「コーヒーワークショップ➅」
～ネルドリップコーヒーとパンを楽しむ～

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

10:00 ～

11:30
交流ホール B

「ひろばのひろば」

�,���円
＜音楽の時間＞

昔の音楽の授業を思い出して、歌ったり、聴いたり、演奏しましょう
講師：井岡純子（歌）、藤村百合子（ピアノ）

問合せ：���-����-����（藤村）�� 日（金）
10:30 ～

12:00
交流ホール A

「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
みとりえ那須

交通おしゃべりサロン
「こんなに違う！運転マナー！」

講師：友利欣智
問合せ：ワーカーズ・コレクティブま～る 

���-����-����
� 日（日）

13:30 ～

15:00
カフェここ

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

無料春の生き物観察会
～ビオトープ池づくり～

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：���-����-����

10:00 ～

12:00
交流ホール A

「ひろばのひろば」

人生 ��� 年時代イキ活き生きる波動ライフウェーブパッチの体験会
～貼るだけで若見えする、心身が整う、新しい文化をつくる～

連絡先：���-����-����
花山理沙�� 日（火）

交流ホール B
「ひろばのひろば」

第 �� 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：���-���-������日（月）

��分 ���円
��分 �,���円

交流ホール A
「ひろばのひろば」

12:00 ～16:00
（最終受付 �� 時）

第�� 回 「人生 ���年・まちづくりの会」 問合せ：那須まちづくり（株）
����-��-������ 日（土）

13:00 ～

15:00
交流ホール A

「ひろばのひろば」（資料代）
���円

�� 日（日）
雨天時 �� 日（日）

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 ～

14:30
交流ホール B

「ひろばのひろば」

無料コラボ、夕翔庵＆優心整体
～無料 癒しの会～

講師：相馬小太郎（優心整体センター）
平山雅文（夕翔庵）

問合せ：���-����-���� 夕翔庵�� 日（土）
10:00 ～

16:00
交流ホール B

「ひろばのひろば」


