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那須野が原

美術作家連盟展

12月18日（日）

9：00から

12月21日（水）

16：00まで
【問い合わせ】

080-5463-8839（近部）

第19回

写遊那須写真展

12月22日（木）

9：00から

１月12日（木）

16：00まで
【問い合わせ】

090-1049-3281（佐川）

那須の緒(同人会)

根本義夫

写真・版画展
１月13日（金）

9：00から

１月27日（金）

17：00まで
【問い合わせ】

0287-65-1713（根本）

星野けい子

ちぎり絵

契会なでしこ

１月28日（土）

9：00から

２月３日（金）

13：00まで
【問い合わせ】

090-6144-1160（星野）

展
示
情
報

◎

◎

◎ 初 市 1/15（日）9：00～19：00（予定）【ナスライガーショー、キッズダンスなど】

主催； 商工会黒磯支部 〈問い合わせ〉 0287-62-0373

◎ フリーダム 1/14（土）13：00～17：00 freedom/ｹｰﾅﾃﾞｭｵ「ﾕﾆｿﾞﾝ」
J-POP、南米民族音楽、ジブリ、童謡、その他 <問い合わせ> 090-3068-2995（渡辺）

◎ ミニ四駆パーティー＆駅前マルクト広場 1/8 （日） 11：00～15：00

主催：（一社）黒磯駅前活性化委員会＜問い合わせ＞0287-73-5597（正木）

◎ 黒磯高等学校 吹奏楽部アンサンブル演奏会 12/24（土） 10：30～11：30

◎ Ｘｍａｓコンサート那須ハングリーアンサンブル 12/24（土） 15：00～16：00

◎ 黒磯駅前 「歳末福引大会」 12/21（水）～23（金） 10：00～19：00
主催：黒磯駅前通り商店会 〈問い合わせ〉0287-62-0475（渡辺）

◎

◎ 心と体・癒しの楽フェスタ 1/15（日） 10：00～17：00 【占い・鑑定・霊気・ワークショップ等】

主催 ： 那須ネット 〈問い合わせ〉 080-5511-1400（鈴木）

◎ 新春詩吟発表会 1/9（月・祝）12：00～14：00

主催： 玉峯吟詠会栃木支部黒磯教室 <問い合わせ> 070-9016-8244（金子）

【日本の伝統芸能である詩吟を楽しみませんか？6歳から88歳までの吟友28名の発表会です。】

◎

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。今年の干支は『卯』です。うさぎは穏やかな様子から安全・温和と

いう意味と、跳ね上がるという意味があり、縁起が良く希望にあふれる良い年になるといわれています。

おかげさまで「くるる」もオープンから４年目を迎え、少しずつ充実してきました。今年は是非、飛躍の

年にしたいと考えておりますので、皆様のますますのご来館、ご利用をお願いいたします。

皆様にとりまして、より良き一年になりますことを祈念申し上げます。

まちなか交流センターくるる 館長 石塚昌章

◎

◎

イベント情報

チャレンジショップ １／２１（土）オープン！！

Ｃａｆｅ 叶 －ＫＡＮＡＴＴＡ－
動物性食品・小麦粉を使用しないカフェです。ぜひ一度ご賞味ください！

営業時間 10：00～18：00 定休日 木曜日、第１・第３金曜日

～サークル活動等

◎

◎

内容に変更がある場合がございます。

ご確認の上御来場ください。



＜受講料無料＞材料費のみ負担いただきます。※先着順。定員になり次第締め切りとなります。

【福を招く

お財布香（分香）つくり】
1月25日（水） 13：00～15：00
薫物屋香楽認定香司～和～なごむ

講師：平賀 博子 氏

天然原料（生薬）から作る香りをお財

布に入れておくことで、お財布やお金

を浄化し、気持ち良い環境を作ってく

れます。楽しみながら作ってみません

か？

持ち物：筆記用具・飲み物

場 所：工作室

参加費：1,500円

定 員：10名

募集期間 1/4～1/20

◎笑温カフェinくるる～認知症をテーマに 誰もがつながり・出会える場所～

12/22（木）・1/12（木）・1/26（木） １０：００～１１：３０ 参加費１００円 <問い合わせ> 090-1692-7051（鈴木）

◎うたごえ喫茶”きらめき” 12/21（水）・1/4（水）・1/17（火） 13：30～15：30 参加費300円 要予約

＜問い合わせ＞ 080-6606-3923（小島）

◎骨盤体操 身体のゆがみとり体操です。ゆがみをとれば若返る！ １/６（金） 10:00～11:00 / 19：00～20：00

1回１，０００円 定員 6名 〈問い合わせ〉 080-1220-7148 （カイロプラクティックまるり）

【健康エクササイズ】
1月29日（日）

10：00～12：00
講師：ﾌｨｯﾄﾈｽ ﾎﾞｸｼﾝｸ ﾞｸﾗﾌﾞ

ｵｰﾅｰ 芹江 匡晋 氏

ダイエットや、健康を維持するために骨

盤底筋を鍛えましょう。運動で心と身体

のバランスを整えましょう!

持ち物：ヨガマット（貸出あり）

場 所：屋内広場

参加費：無料

定 員：20名

募集期間 1/4～1/28

【プリザーブドフラワー教室】
1月18日（水）

10：00～11：30

講師：平山 みどり氏

フラワーインストラクターが教えるプ

リザーブドフラワー講座です。

新しい年を綺麗な花に囲まれて、楽し

く過ごしませんか？

持ち物：ハサミ

場 所：和室

参加費：1,800円

定 員：7名

募集期間 1/4～1/13

【オリジナル

化粧水づくり】
1月31日（火）

10：00～12：00
講師：田中孝子 氏

自分で作る化粧品。今回はローションづくりに

チャレンジです。長く使うとわかります！！肌に

必要な成分だけが入っているので安心してお使い

頂けます。奥深い精油を楽しみながら学べます。

持ち物：なし

場 所：工作室

参加費：1,000円

定 員：10名

募集期間 1/4～1/30

【手相と九星気学】
2月10日（金）

18：00～19：30
講師：鳳峯 氏

暮らしに活かす手相と九星気学。解りにくい占い

とのかかわりを、暮らしに活かせるように解説し

ます。手相・九星気学・鑑定のプロが優しく解説

します。

持ち物：筆記用具

場 所：工作室

参加費：500円

定 員：10名

募集期間 1/4～2/9

【スカイベリーでパフェを作ろう】
1月14日（土） ①10：00～11：00

②11：30～12：30

③13：00～14：00
講師：HaRiey保坂真和 氏

生産者から直接届けられるいちごを

使ってパフェを作りましょう！

グラスパフェ２個作ります。

持ち物：エプロン、三角巾

場 所：キッチンスタジオ

参加費：1,500円

定 員：各回 3組

募集期間 1/4～1/12※イメージ

【日舞の体験教室】
1/28（土）2/4（土）2/11（土）

14：00～16：00
講師：NPOグローバルカルチャー

和田裕子 氏

着付けとマナーと日本舞踊の基礎体験です。

みんなで楽しく学びませんか？

※3回セットの講座です。予めご了承ください。

持ち物：浴衣/紐2本/半幅帯/足袋

※貸し出しも可能です。予約の際にご相談くだ

さい。

場 所：和室

参加費：なし

定 員：5名

募集期間 1/4～1/27

◎きれいになるヨガ １/27（金）19：30～21：00 参加費 1,000円 講師 本田直樹 〈問い合わせ〉 090-9398-5010

◎ぬりえ筆文字 1/18（水）10：00～12：00 参加費 2,000円 講師 インストラクター あさひなきみ恵 <問い合わせ>080-3444-0290

◎は～ぶ講座 1/18（水）13：30～15：30 参加費 3,000円 講師 はーぶとあろま さとみ幸房 八幡里美 <問い合わせ>090-5847-1261

～サークル活動等～ くるるを利用して活動しています。詳細は各団体に直接お問い合わせください。

◎ベーシックヨガ 1/26（木）10：00～11：00 参加費 1,000円 津田有紀 <問い合わせ>080-1050-6330

【親子で

おりがみﾘｰｽvol.4】
1月28日（土）

10：00～11：30
講師：くるるスタッフ

おりがみリース作り。季節の折り紙を楽しみます。

大人気の講座です。可愛らしい思いのこもった

リースが出来上がります！ワイワイ楽しく一緒に

おりがみしましょう。

持ち物：休憩時用の飲み物

場 所：和室

参加費：200円

定 員：親子3組

募集期間 1/4～1/27

◎エゴスキュー体操 1/8（日）18：00～20：00 ・1/22（日）13：00～15：00 定員６名 参加費 2,000円

(エゴスキューとは、一人一人の体の状態にあわせた体操のこと。） 理学療法士/認定Eサイズトレーナー 赤羽雅哉 <問い合わせ>080-4094-1254

※イメージ


