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情報誌

ミリカ文化講演　

寺島実郎 講演会
コロナ後の世界における日本経済

6/19●日
●新型コロナウイルス感染対策を徹底した上でイベントを実施します。　●前売券完売のときは、当日券の販売はありません。　●入場料は全て税込価格です。
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ミリカシアター 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
全席自由 前売 ●一般 ……………………………………… 500円（当日700円）　※3歳以上有料 　
販 ミリカローデン那珂川 窓口、ローソンチケット（Lコード： 84791）
 ※予定枚数に達し次第販売終了となります。前売完売の場合、当日券の販売はありません。

青空マーケット

なかがわ歴史散歩 「古墳ロマン紀行」
参加費 800円を添えてお申込みください。
販 ミリカローデン那珂川 窓口

蝶屋敷での修業を終えた炭治郎たちは、次なる任務の地、《無限列車》に到着する。そこでは、短
期間のうちに四十人以上もの人が行方不明になっているという。禰豆子を連れた炭治郎と善逸、
伊之助の一行は、鬼殺隊最強の剣士である《柱》のひとり、炎柱の煉獄杏寿郎と合流し、闇を往く
《無限列車》の中で、鬼と立ち向かうのだった。

時  ①10：00～　　②14：00～　※開場は上映の30分前
所  ミリカローデン那珂川　文化ホール

フリーマーケットOK！青空マーケットの今年度第1回目！
お気に入りの商品やお店を見つけて、ミリカで楽しい時間を過ごしましょう♪

時  11：00～15：00
所  ミリカローデン那珂川　第3駐車場（田園広場に変更あり）
※出店募集は終了しています。

好評につき、昨年度と同じコースで2回実施いたします。

時  ①②とも　▶出発　12：30　　▶帰着予定　16：30
 ※集合・解散はミリカローデン那珂川です。

所  那珂八幡古墳➡光正寺古墳➡善一田古墳公園➡日拝塚古墳
定  20名

　前任の臼杵昭子館長の後を受け、2022年4月、館長職を拝命致しました。ミリカローデ
ン那珂川は現在、那珂川市によるリニューアル工事が行われ、4月には文化ホールとエン
トランスホールが完成、新たな憩いの空間が誕生しています。全てのリニューアルが終了
するまで、大変ご不便をおかけ致しますが、魅力あふれる事業の催行に引き続き取り組ん
でいます。新たな学び、交流の場として成長を続ける当館にぜひお越しください。
 ミリカローデン那珂川 館長　簑原 亜佐美

発売中

申込
受付中

新館長紹介

5/8●日

5/29●日

Ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

アイコンの見方　販…販売場所　講…講師　演…出演　時…とき　所…ところ　定…定員　応…応募方法　

1 5/14●土
2 5/21●土

①

今後の予定

10月9日日　青空マルシェ　　 出店募集 8月17日水～28日日　 抽選日   9月1日木
11月6日日　青空マーケット　 出店募集 9月17日土～28日水　 抽選日 10月1日土

ローソン
チケット
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ミリカ文化講演 寺島実郎講演会
全席自由 ●一般  ………………………………  2,500円（当日3,000円）　
※前売券完売のときは、当日券の販売はなし。
販 ミリカローデン那珂川、ローソンチケット(Lコード：82309)
　 チケットぴあ(Pコード：647-679)

航空自衛隊 春日基地 「ふれあいコンサート in 那珂川」
全 席 指 定　入場無料・要入場券（往復はがきで要応募）　　
応 募 期 間　4月28日木～5月18日水 の消印有効　※応募多数の場合は、抽選となります。
問い合わせ　航空自衛隊春日基地広報班　TEL 092-581-4031（内線2421）
　　　　　　詳しくは航空自衛隊春日基地HPをご確認下さい。https://www.mod.go.jp/asdf/kasuga/

なかがわ歴史散歩 「真夏の三社参り」
申込開始 6月30日木　9：00～　参加費 500円を添えてお申込みください。
販 ミリカローデン那珂川 窓口

幅広い見識と多彩な経験に基づいた発言が高く評価され
ている寺島実郎氏を招き、「コロナ後の世界における日本
経済」をテーマについてお話頂きます。

コロナ後の世界における日本経済
時  ▶ 開　　場　13：30　　▶開　　演　14：00　　　
 ▶終演予定　15：10
所 ミリカローデン那珂川　文化ホール
※託児あり　対象1歳以上の未就学児　一人500円。　
　6月12日日 締切　先着10名

お正月に行う三社参りですが、夏バージョンの三社参りとは⁉
毎年7月31日に那珂川市の「現人神社」「伏見神社」「日吉神社」では、夏越祭(輪越
祭)が行われます。1年間の無病息災を祈る神事です。今回は、三社全て訪ねます。

時  ▶ 出発　13：00　　▶帰着予定　16：00
 ※集合・解散はミリカローデン那珂川です。

所  伏見神社➡日吉神社➡現人神社
定  20名

発売中

6/19●日

6/11●土

7/31●日

チケット
ぴあ

ローソン
チケット

時  ▶ 開　　場　13：30　　▶開　　演　14：00　　　
 ▶終演予定　15：00
所  ミリカローデン那珂川　文化ホール
応 往復はがき　※お1人様1通のみ有効
 はがき1枚で2名様まで申し込み可能です。
 往信表側  〒816-0804　春日市原町3-1-1
  航空自衛隊春日基地広報班
  ふれあいコンサートin那珂川係
 往信裏側  応募者全員の①～⑤を明記
　　　　　　 ①ご住所  ②お名前  ③年齢  
  ④電話番号　⑤車いす利用の有無
 返信表側  ①代表者の住所  
  ②代表者のお名前を明記

♪西部航空音楽隊による演奏会を3年ぶりに那珂川市で開催!!♪　
ダイナミックかつ繊細なメロディーを是非、ご鑑賞ください。
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上方落語福岡県人隊 ミリカローデン那珂川寄席
全席指定 ●前売一般 ………………………  2,000円（当日2,500円）
  ●前売学生 ………………………  1,000円　※大学生以下対象　
※前売学生券は、ミリカ窓口のみでの販売
※未就学児入場不可、前売券完売のときは、当日券の販売はありません
販 ミリカローデン那珂川窓口、ローソンチケット(Lコード84875)、
 チケットぴあ(Pコード512-158)

時  ▶ 開　　場　18：00　　▶開　　演　18：30　　　
 ▶終演予定　20：30

演  • 露の團四郎 （芦屋町出身） • 桂 梅團治 （福岡大学卒）
 • 笑福亭 恭瓶 （福岡市出身） • 桂 よね吉 （九州工業大学卒）
 • 笑福亭 風喬 （うきは市出身） • 桂 三四郎 （第一経済大学卒）
 • 桂 そうば （福岡市出身） • 笑福亭 呂好 （柳川高校卒）
 ※出演者は予定です。

所 ミリカローデン那珂川　文化ホール

今年は文化ホールで開催します。
福岡県にゆかりのある落語家で構成された上方落語福岡県人隊による寄席。
落語という古典芸能を気軽に身近に感じることができる内容です。

　ミリカローデン那珂川で行われる各種イベントにおいて、「ボランティアスタッフ」として活躍していただける方を
募集します。音楽が好き！お芝居が好き！時間に余裕ができたからなど、始めるきっかけは何でも大丈夫♪
※登録申込書のご記入後、面談をさせていただき登録となります。

応募条件
●健康で元気な方(立ち仕事が多いため)
●高校生以上(高校生は保護者の同意が必要です)
●１回のサポートにつき500円のクオカード進呈
　(交通費は出ません)

那珂川市少年少女合唱団

 練習日時 毎週土曜日　9：30～12：00
 練習場所 ミリカローデン那珂川　

  多目的ホール他
 指 導 者 谷川久美子、

  緒方ひとみ（ピアノ）
 団　　費 月額2,200円（税込）

那珂川吹奏楽団

 練習日時 毎週土曜日　18：00～
 練習場所 ミリカローデン那珂川、

  那珂川北中学校　
 対　　象  満16歳以上

  （16歳未満の人は要相談）
 団　　費 月額1,500円

8/4●木
5/8●日 ～

発売予定

アイコンの見方　販…販売場所　講…講師　演…出演　時…とき　所…ところ　定…定員　

ミリカサポーター募集！

※写真は 2019 年のものです。当日は感染対策を行い開催いたします。

まずは

応募条件を
確認のうえ、
お問い合わせ
ください。

団員募集!団員募集!

予告

ミ
リカシアター SING 

シング
LA・LA・LAND 
ラ・ラ・ランド

8/27●土 8/28●日
※詳細はミリカディア7・8月号、HPに掲載します。



5アイコンの見方　曜…曜日　時…とき　料…受講料（月額）　対…対象　講…講師　定…定員　

K-POP dance
初心者でも、K-popを楽しむ気持ちがあれば大丈夫。基本
ステップから、ゆっくり丁寧に教えます。経験者にも細部
の技術や、見せるテクニックなどポイントをお伝えします！
曜 毎月3回・火曜日 時 11：30～12：30　
料 3,300円（月額） 対 大人の方
講 BREATH講師　松尾 路子　 ※初回 5月10日

こどもそろばん
初心者からそろばんを教えていきます。検定試験もある
ので、資格も取得できますよ。右脳が鍛えられ、集中力や
思考力アップが期待できます。
曜 毎週水曜日 時 17：00～18：00　
料 3,850円（月額） 対 小学2年生以上
講 全国珠算教育連盟主催 珠算九段　高田 直美

エンジョイ・フラ
心地の良い癒しの効果もあるハワイアンの音楽に合わせ
ながら腰を左右に動かすことで理想的なボディラインを
キープすることが出来ます。
曜 毎月3回・水曜日 時 20：00～21：00　
料 3,300円（月額） 対 大人の方
講 BREATH講師　YOSHINO　 ※初回 6月1日

Let'sダンス
ジャズからHIPHOPまで、幅広いジャンルのダンス教室
です。音楽に合わせて楽しくかわいらしく、元気いっぱ
い踊りましょう！初めての方も大歓迎です。
曜 毎週木曜日 時 17：00～18：00　
料 3,850円（月額） 対 小学1年生以上
講 BREATH講師　松本 クミ

HIP HOPジュニア
音楽を聴いて自然に体が動き出す…その中で自分の個性
を出せるような感覚を育てます。色々なステップをマス
ターして音楽と踊りを楽しむクラスです。
曜 毎週金曜日 時 18：30～19：30　
料 3,850円（月額） 対 小学1～6年生
講 ㈱エコール・ジ・マーサ講師　上野 まゆ

●入会金、登録料はございません。
●市内外問わずどなたでも受講できます。
●受講料は全て消費税込みの金額です。
●講座によっては満席の場合があります。
●人数が集まらない場合、開講しないことがあります。

趣味にスキルアップ、お友だちづくりに
新しいことを始めてみませんか？

詳細は募集チラシ、ホームページ等をご覧ください。

令和4年度 ミリカ文化・健康サークル

受講生募集中受講生募集中

❶受講料2ケ月分（3ケ月目より口座引き落とし）
❷  通帳（ゆうちょ銀行、都市銀行はお取り扱い 
できません）

❸通帳お届け印鑑

お持ちいただくもの

5月

開始
6月

開始

体験会

開催

6月開講講座の無料体験会を実施します。
希望される方は窓口かお電話にて事前にお申し込みください。（満席の場合あり）

エンジョイ・フラ

時 5月11日水　20：00～21：00　定 先着15名　　対 大人の方
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4月から新しいサービスが始まりました！使い方などの詳しい利用方法は、図書館ホームページをご確認ください。

図書館サービスの案内

読書ボランティア養成講座(入門編)

絵本の持ち方から読み方など、はじめての方向けの講座で
す。読書ボランティアや絵本の読み聞かせに興味がある方、
どなたでもご参加できます。
所  ミリカローデン那珂川　研修室1
申   5月1日日　10：00から図書館カウンター・電話で受付

時 6月1日水　10：30～12：00
定  20名
講  永吉 由美子さん
 (すえまちおひさまおはなし会 代表)

講話を受けた方で、希望者のみ
時 6月15日水　10：30～12：00　
定  10名
講  那珂川市図書館司書

ボランティアに興味がある方、すでにボランティア
として活動されている方対象の交流会です。交流会
のみの参加OK！
時 6月30日木　11：00～12：00
定  10名

令和4年度子どもの読書活動推進事業

「いま、なぜ本が必要か」

子どもと本、子どもと読書について長年携わってきた前園さ
んにお話しいただきます。
時 7月3日日　13：00から（約90分）
所  ミリカローデン那珂川　和室シャクナゲ
講  前園 敦子さん（児童書専門店「エルマー」代表）
定  大人30名（子ども同伴可）
申   6月1日水　10：00から図書館カウンター・電話で受付

令和4年度読書講座

「日常に潜む危険について考えよう」

誰にでも起こりうる日常の中の危険など、身近なことから防
犯について考えてみませんか。
時 6月12日日　14：00～15：30
所  ミリカローデン那珂川　研修室1
講  那珂川市安全安心課（防災・防犯担当） 職員
申   5月1日日　10：00から図書館カウンター・電話で受付
対  中学生から大人まで　定  25名

2022 春のこども読書まつり
「読書スタンプラリー」や「20歳
をすぎた絵本の展示」をしていま
す。詳しくは“ミリカディア3・4
月号”“図書館ホームページ”をご
覧ください。
時 5月22日日まで

※ おはなし会には「マスク」の
着用をお願いします。

ごろりんらっこおはなし会

てくてくぺんぎんおはなし会

ふむふむしろくまおはなし会

対 0・1・2歳向け　　
時 5月19日木、6月16日木　11：00から

対 3歳～小学校低学年向け　　
時 5月7日土・14日土・21日土、 6月4日土・11日土・18日土　14：00から

対 小学校高学年向け　　
時 5月28日土、6月25日土　14：00から

アイコンの見方　時…とき　所…ところ　講…講師　対…対象　定…定員　申…申込

講　話

実　技

交流会

図書館の

おはなし会情報

電子図書館 自動貸出機 自動返却機 図書除菌機 かわせみ通帳
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都 度 料 金

区分 一般 65歳以上 中・高校生 小学生 幼児
プール 440円 220円 340円 220円 120円
ジ　ム 390円 190円 270円 － －

※障がい者料金は、上記の半額となります。

クラス 曜日 時間（60分） 料金

幼児A（2歳半～４歳未満） 金曜・土曜 12：30～

週1回　
4,400円/月　

週2回　
6,260円/月

幼児B（4歳～小学校前まで） 火曜～土曜
火～金 15：45～
　土 14：30～

児童A
（小学1年生～、クロール25mまで） 火曜～土曜

火～金 17：15～
　土 16：00～

児童B
（小学1年生～、背泳ぎ以上） 火曜～土曜

火～金 18：30～
　土 17：15～

※現在、金・土曜日の児童Aは受付できません。

クラス 曜日 時間（60分） 料金
ダンスⅠ（5歳～）

火曜
16：50～ 週1回　

4,400円/月ダンスⅡ（小中学生） 17：55～

スイミング＋ダンス　各週1回 6,700円

2時間

Mpassカードのご案内

お問い合わせ先

マスター（プール/ジム） 6,600円

ジム（スタジオ含む） 5,500円

アクア（プール） 5,500円
※65歳以上及び障がい者料金は上記と異なります。
　Mpassご利用の際は申し込みが必要です。

利用時間の
制限なし!

無料レッスン・
有料レッスン

ともに入り放題!

キッズ
スクール

スイミング

ダンス

スイミング+ダンス

Tel. 092︲951︲2021
営業時間： 9：00～22：00（ご利用は21：30まで）／月曜休館

施設ホームページ
https://ssk-mirika-nakagwa-pool.com



●本　　　館 TEL 092-954-2211 FAX 092-954-3399
●図　書　館 TEL 092-954-3737 FAX 092-954-3377
●屋内プール TEL 092-951-2021 FAX 092-954-0505https://www.mirika.or.jp

〒811-1253　福岡県那珂川市仲2丁目5番1号

お問い合わせ

つくし おとなりさん情報

INFORMATION

ミリカローデン那珂川リニューアル工事について
　ミリカローデン那珂川は下表のとおり工事いたしております。工事期間
中は、各施設の利用ができません。利用者の皆様には大変ご不便をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事場所 利用停止期間
※令和4年度中は、施設外装の改修工事をする予定です。
図書館 令和5年度
生涯学習センター 令和6年度

ご利用時間
本館(文化ホール・生涯学習センター)　   9：00～22：00

図書館 （日、火～木） 10：00～18：00
（金・土） 10：00～20：00

松口月城記念館  10：00～18：00
屋内プール 詳しくは屋内プールへお尋ねください。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては開館時間が変更となる
場合があります。

施設利用のご案内
5月分の申請期間 6月分の申請期間

文化ホール 令和5年5月末日まで 令和5年6月末日まで
楽屋・リハーサル室 令和4年8月末日まで 令和４年9月末日まで
生涯学習センター 令和4年11月末日まで 令和4年12月末日まで
● 文化ホールは使用日の1年前から、生涯学習センターは使用日の6ヶ月前
から、リハーサル室やエントランスホールは、3ヶ月前から受け付けてい
ます。
● 空き状況や料金についてはホームページを見て頂くかお問い合せくださ
い。

休館日

本　館 5月2日月、9日月、16日月、23日月、30日月
6月6日月、13日月、20日月、27日月

図書館 5月2日月、9日月、16日月、23日月、25日水、30日月
6月6日月、13日月、20日月、27日月、29日水

交通のご案内

● 博多駅方面からの場合
　JR博多南駅下車、「かわせみバス」ミリカローデン那珂川下車
●  大橋方面からの場合
　 西鉄バス(47・62番)那珂川営業所行き、那珂川営業所下車、徒歩15分ま
たは那珂川営業所から「かわせみバス」ミリカローデン那珂川下車(ミリカ
まで4分または16分)
●  野間・若久方面からの場合
　 西鉄バス(61番)那珂川営業所行き(現人橋経由)、現人橋バス停下車、徒歩
10分

利用停止
箇所

346
ミリカローデン
屋内プール

公式Instagramアカウントを開設しました。
　 Instagramを通して皆様にミリカローデン那珂川の情報をお届けいたします。
QRコードを読み取り、フォローや「いいね！」をお願いします。
「mirikanakagawa」で検索もできます。

更新中！こちらもご覧ください

ミリカ
YouTube

ミリカ
Facebook

※掲載している情報は2022年4月15日金時点のものです。

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1丁目5番1号　TEL 092-925-4321
日程 内 容 料金等 時間

7月30日土

第十九回ちくしの寄席
　其の壱 落語の楽しみ方講座

全席指定
一　　般 1,000円
小学～高校生 300円
※小学生から入場できます

11：00

　其の弐 立川生志
　　　　“ふるさと応援”落語会

全席指定
一　　般 2,500円
中学～高校生 1,000円
※中学生から入場できます

15：00

※ 其の壱 其の弐とも 出演：立川生志、柳家さん光　　
 お囃子：九州寄席囃子の会小きぬ社中
※チケット販売開始：6月5日（日）

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2丁目3番1号　TEL 092-586-4000
日程 内 容 料金等 時間

5月1日日
オーケストラで召し上がれ！
九州交響楽団 名曲コレクション
指揮： 辻 博之

全席指定
3,500円ほか
※未就学児入場不可

15：00

5月15日日
月夜のファウスト（独り芝居）
作・演出・出演： 串田 和美
会場： 小ホール

2,500円ほか
※未就学児入場不可 14：00

5月12日木
〜

25日水

「第13回大野城まどかぴあ
版画ビエンナーレ」作品募集
※出品申込5月25日水必着
　（出品料5月23日月締切）
詳細はまどかぴあホームページに掲載しています。

1点出品 2,000円
2点出品 3,500円
※15歳以上（中学生不可）

―

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地　TEL 092-584-3366
日程 内 容 料金等 時間

5月21日土 ふれぶんシネマ倶楽部
「梅切らぬバカ」

施設利用料
1枚　300円
※要電話予約

①10：00
②14：00

5月22日日 ふれぶんワークショップシリーズ
こぎん刺しワークショップ

参加費
1,000円

（別途材料費500円）

①10：00
②14：00

7月30日土

第22回弥生の里音楽祭
「0歳からのコンサート
～親子で楽しむブラスアンサンブル～」
出演：  伊多倉潔（サックス）／古賀敦子（トラン

ペット）／堀さゆり（トロンボーン）／弓削
隆裕（チューバ）／日高潤也（ドラム）

全席指定
一　般 1,500円
子ども 500円
※2歳以下は膝上無料

11：00

(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団 太宰府市五条3丁目1番1号　TEL 092-920-7070
日程 内 容 料金等 時間

開催中
〜

6月5日日

企画展
「絵でみる太宰府・詩でみる太宰府」
場所： 文化ふれあい館　TEL 092-928-0800
※毎週月曜（祝日の場合翌平日）休館

入場無料
9：00
〜 

17：00

6月19日日
史跡のまちの“生”歴史ドラマ Vol.5 
「夫婦杖～夢想権之助伝～」
場所： プラム・カルコア太宰府 

全席指定
1,000円

※未就学児入場不可
14：00


