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●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。

3/5●日

3/19●日
結成20周年記念

那珂川市
少年少女合唱団 
第9回 定期演奏会

防災フェスタ
inミリカ

～住み続けられる
那珂川に～

4/15●土

6/25●日

羽生善治九段
講演会

森山良子
コンサートツアー
〜My story〜
アコースティックバージョン

3・4月発売チケット
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主催　公益財団法人那珂川市教育文化振興財団(ミリカローデン那珂川)

ミリカ文化講演会 羽生善治九段講演会
全席指定 ●前売  ………………………………  2,000円（当日2,500円）
※発売初日は、お一人様4枚までです。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※前売券完売のときは、当日券の販売はなし。　
※各プレイガイドで購入の際には手数料が発生します
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：83274)
　 チケットぴあ(Pコード：649-767)

演題： ｢将棋の魅力について｣
史上初の永世七冠の偉業を達成するなど、将棋界を牽
引してきた羽生善治九段が、将棋の魅力や奥深さを語
ります。

時  ▶ 開　　場　13：30　　▶開　　演　14：00　　
所 ミリカローデン那珂川　文化ホール
※託児あり　対象：満1歳以上の未就学児　一人550円
　4月8日土 締切　先着10名

4/15●土

チケット
ぴあ

ローソン
チケット

主催　公益財団法人那珂川市教育文化振興財団（ミリカローデン那珂川）

那珂川市少年少女合唱団 第9回 定期演奏会
全席自由 ●前売・当日 ……………………  500円
  ※小学生以上有料
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： 82802)
 ※ローソンチケットで購入の際には手数料が発生します

結成20周年を迎えた、那珂川市少年少女合唱団の
定期演奏会です。3部構成で四季のメドレーやモー
ツァルト、その他合唱曲など幅広い内容のプログラ
ムで開催します。美しい歌声をお楽しみください。

指　　揮   谷川久美子
ピアノ伴奏   緒方ひとみ
司　　会   栗原景子

時 ▶ 開　　場　13：30　　▶開　　演　14：00
 ▶終演予定　15：30
所 ミリカローデン那珂川　文化ホール

3/19●日

ローソン
チケット

発売中

結成20周年記念

3/4●土
9：00～
発売

※プレイガイド
　は10：00～

提供：日本将棋連盟

アイコンの見方　販…販売場所　問…問い合わせ先　時…とき　所…ところ　内…内容　集…集合　定…定員
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主催　防災フェスタinミリカ実行委員会

防災フェスタinミリカ　〜住み続けられる那珂川に〜
入場無料

内  ● 消防車両の展示・搭乗体験
  ①10：30　②11：30　③12：30
   搭乗体験は当日9：30～整理券を配布
  (先着順、配布場所は田園広場)
  ※ 搭乗体験は小学３年生以上の親子(2人1組)
  　雨天時は、はしご車は展示・搭乗できません。
  　 緊急出動時は、全ての車両の展示が中止になります。

 ● 防火服着用体験
  10：00～
   防火服を着てタンク車と写真撮影ができます。
  100～150cmサイズの防火服を用意します。

 ● 水消火器体験
  10：00～

　 ● 着ぐるみと写真を撮ろう
   春日・大野城・那珂川消防本部のキャラクターKON助

が登場します。

　 ● 防災グッズ体験
　 　 10：00～
   避難所に持っていくべきもの、避難所用備品の使用方

法を学びます。

　 ●水害記録のパネル展示
   平成21年7月の中国・九州北部豪雨で当時の役場が浸

水した際の記録写真を展示します。

　 ● 防災マルシェ

　ミリカ周辺の施設を使って防災に関する知識を楽しく
学ぶことができます。
　いつ起きてもおかしくない「もしも」に備えて家族で防
災について考えましょう。
　イベント詳細はホームページにも掲載しています。

3/5●日

　 ● 防災パッククッキング　 事前申込

  10：00～13：00
   申込は電話またはミリカローデン那珂川窓口へ
  （先着順で26日日 17：00まで受付）
   避難所で食べる温かい防災食(親子丼とリンゴの甘煮)

を作ります。

　 ● 風水害24　 事前申込

  10：00～12：00
　 　   申込は電話またはミリカローデン那珂川窓口へ
  （先着順で26日日 17：00まで受付）
   24時間後に迫る大規模風水害に対し、生き延びるため

にどうしたらよいかシミュレーションするゲームです。

　 ● 防災マップの見方講座
  ①12：00　②13：00

　 ●手洗い体験
　 　10：00～
　 　  特殊な塗料をつけて手を洗い、自分がどれだけ手を洗

えているか確認します。

　 ● 着衣泳体験　 事前申込

　 　 10：00～11：00
　 　  申込・お問合せはミリカローデン那珂川屋内プール
  （TEL：092-951-2021）へ

　 ●クイズラリー
 　10：00～
   全問回答した方にはプレゼントがあります。
  （数に限りあり）

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、イベント内容の変更・中止となる場合があります。予めご了承ください。

アイコンの見方　販…販売場所　問…問い合わせ先　時…とき　所…ところ　内…内容　集…集合　定…定員

時  10：00～14：00
所   ミリカローデン那珂川、 
ミリカローデン那珂川屋内プール、

 ふれあいこども館

風水害24
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ガイド　歴史ガイドボランティアなかがわ　主催　公益財団法人那珂川市教育文化振興財団（ミリカローデン那珂川）

ガイド　NatureDive Lab　ネイチャーダイブ ラボ　井上英祐　　主催　公益財団法人那珂川市教育文化振興財団（ミリカローデン那珂川）

なかがわ歴史散歩 「古代奴国へタイムスリップ！」
〜奴国の遺跡を巡るバスツアー〜

申込開始 4月12日水　9：00～　※参加費 800円（バス代、保険代込み）を添えてお申込みください。
※定員になり次第締め切りとなります。

申 ミリカローデン那珂川 窓口

なかがわ自然散歩 「龍神山（岩門城跡）へ登ろう！」
申込開始 4月18日火　9：00～　※参加費 500円を添えてお申込みください。

※定員になり次第締め切りとなります。
申 ミリカローデン那珂川 窓口

時  12：30～17：00　※雨天決行
集  12：15　ミリカローデン那珂川窓口前
所   国史跡安徳台遺跡➡国史跡板付遺跡➡国史跡金隈遺跡➡  
国史跡須玖岡本遺跡

定  24名

時  10：00～12：30（予定）　※雨天中止
集  9：30
所   龍神山（岩門城跡）　※標高195m
定  20名
※中学生以上申込可。小学生は保護者同伴申込可。
※集合場所は申込時にお知らせ。　※山の中を長距離歩く可能性があります。

5/13●土

5/20●土

主催　公益財団法人那珂川市教育文化振興財団(ミリカローデン那珂川)　　協力　有限会社オフセンター

森山良子コンサートツアー
〜My Story〜 アコースティックバージョン

全席指定 ●前売  ………………………………  5,000円（当日 5,500円）
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：83275）、チケットぴあ（Pコード：235-466）
　  ※未就学児の入場はご遠慮ください。
　  ※前売券完売のときは、当日券の販売はなし。
　  ※各プレイガイドで購入の際には手数料が発生します
 発売日　ミリカ倶楽部会員先行発売　4月8日土　9：00～
 　　　　※ 先行販売は4月7日金 17：00までにミリカ倶楽部会員になった方が対象です。先行販売中はお一人様4枚まで。
 　　　　一般発売　窓口： 4月16日日　9：00～
 　　　　　　　　　※各プレイガイドは4月16日日　10：00～発売開始

「さとうきび畑」など数々のヒット曲で知られ、透明感のある歌声と歌唱力で、トッ
プシンガーとして活躍する森山良子によるアコースティックコンサートです。
時  ▶ 開場　14：45　　▶開演　15：30　　▶終演予定　18：00
所 ミリカローデン那珂川　文化ホール
※託児あり　対象：満1歳以上の未就学児　一人550円
　6月17日土 締切　先着10名

6/25●日

4/8●土
9：00～
発売

ミリカ倶楽部
会員先行発売

企画制作：エンジェルソング　後援：ドリーミュージック

アイコンの見方　販…販売場所　問…問い合わせ先　時…とき　所…ところ　内…内容　集…集合　定…定員
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ミリカ文化・健康サークル

受講生文化祭受講生文化祭
令和5年

3/9●木～3/12●日

昨年度は新型コロナウイルス感染拡大により中止としましたが、本年度は開催します！
ミリカサークルの皆さんがこの１年間頑張った成果をご覧ください。

時 令和5年3月9日木～3月12日日
 9：00～17：00
所 ミリカローデン那珂川　
 エントランスホール・他
料 入場無料

時 令和5年3月12日日
 10：30～15：00（予定）
所 ミリカローデン那珂川　
 文化ホール
料 入場無料

作品展作品展
舞台
発表

舞台
発表

hiphop

古典書道

ステンドグラスフラワーアレンジ オカリナ

hiphop

古典書道

ステンドグラスフラワーアレンジ オカリナ

青空マルシェ青空マルシェ 青空マーケット青空マーケット

アイコンの見方　　時…とき　所…ところ　料…料金　　　　所…ところ　申…申し込み先　問…問い合わせ先

●1回目　4/29土●祝  ●2回目　  7/25火
●3回目　9/  5火 ●4回目　11/  3金●祝
所   ミリカローデン那珂川
 エントランスホール※雨天開催

出店者募集期間

第1回目募集  3/15水～26日　　抽選日    4/  1土
第2回目募集  6/  1木～15木　　抽選日    6/20火
第3回目募集  7/15土～30日　　抽選日    8/  5土
第4回目募集  9/15金～30土　　抽選日  10/  5木
　※ミリカローデン那珂川窓口では受付できません。

申・問 connect-コネクト　代表　本多
　　　TEL：080-5276-1166
　　　メール：ktmktm@connect-cr.com

●1回目　  5/21日 ●2回目　  8/  3木
●3回目　10/29日 ●4回目　12/24日
所   ミリカローデン那珂川
 エントランスホール・田園広場

出店者募集期間

第1回目募集    4/15土～26水　　抽選日    5/  1月
第2回目募集    7/  1土～15土　　抽選日    8/20日
第3回目募集    8/15火～26土　　抽選日    9/  1金
第4回目募集  11/  1水～15水　　抽選日  11/20月
申込期間は、下記申し込みの他、といろスタッフがミリカ
ローデン那珂川エントランスにて受付いたします。日程
につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。
　※ミリカローデン那珂川窓口では受付できません。

申・問 イベント団体「といろ」　代表　保毛津
  TEL：090-6138-7679
  メール：toiro.r30102@gmail.com
  ※対応時間は9時～20時

Instagram▶

Instagram▶
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春の短期水泳教室
ミニ図書館と、出張図書館のサービスを始めます！

ミニ図書館 出張図書館

ところ ミリカローデン那珂川
エントランスホール

中央公民館（後野1丁目5番1号）
北地区公民館（片縄5丁目86番地）
南地区公民館（大字埋金853番地11）

開館日時
午前10時から午後4時まで
毎週月曜日は休館
（月祝の場合は翌日休館）

週に数回、1時間程度滞在予定
※ 決まり次第、図書館ホームぺージ等で
お知らせします

会場で直接読むこと
ができる資料

新刊
雑誌
新聞

新刊

サービス内容

貸出、返却
予約資料の受け渡し
利用カードの発行
予約、在架予約受付
レファレンス（相談）
おはなし会

貸出、返却
予約資料の受け渡し
利用カードの発行

令和5年5月から実施予定のサービス

那珂川市図書館・松口月城記念館は

令和6年5月31日●金まで休館しています。

リニューアル工事に伴い休館してい
ます。

※ 休館期間は工事の状況に伴って変
更になる場合があります。

どうなってる？図書館のいま Part 1  

　1月は、蔵書点検（図書館資料が所定の位置にあるかどうか
の確認作業）と本を図書館から運び出すための箱詰め準備を
行いました。
　蔵書点検の後は、4月からの館内工事のため、約約20万点
すべての資料を箱に詰めたり、家具を移動させたりして、図
書館の中を空にする作業を行っています。

那珂川市電子図書館の紹介

那珂川市電子図書館は、デジタル資料を検索・閲覧できるウェブ上の図書館です。
インターネットを通じて様々なデバイスで電子書籍の貸出、予約を行うことができます。

URL  https://web.d-library.jp/f_nakagawa/g0101/top/

ログイン 利用者ID：那珂川市図書館利用カード番号
パスワード：（初期設定は西暦の生年月日） 予　約 3冊　※取り置き期限7日間

貸　出 3冊・14日間　※期間を過ぎると自動返却されます 延　長 1回まで　※他の人の予約がない場合に限る

※今後の対応や詳細、追加情報などは、図書館ホームページ等で随時お知らせします。

本を入れるためのダンボール 蔵書点検
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コース 時間 定員 対象 レベル

Aコース 15:45～16:45 30名 幼児（3歳～6歳） 顔つけ～けのび

Bコース 17:15～18:15 30名 小学生 水なれ～クロール

3月30日●木 ～3月31日●金 　2日間

3,000円（税込）

短期教室に参加された方は、初月会費半額!!

3月1日●水   10：00より受付開始

Aコース： 幼児（3～6歳）
Bコース： 小学生

※4月から小学生の場合、Bコースでの受講となります。

1階フロントにて申込用紙に必要事項をご記入の上、
受講料を添えてお申し込みください。※電話受付不可
※定員になり次第、終了とさせて頂きます。

開催日1週間前（23日）までは返金致します。
※24日以降のキャンセルにつきましては返金はございません。

開 催 日

料 　 金

入会特典

受 　 付

対 　 象

コ ー ス

申込方法

営業時間  火曜日～土曜日 9：00～23：00
 日曜日・祝日 9：00～22：00

休 館 日  月曜日　※祝日の場合は翌日休館
※営業時間は状況により変更となる可能性がございます。

〒811-1253　福岡県那珂川市仲2丁目6-1
Tel. 092︲951︲2021

春の短期水泳教室

子ども水着やキャップ・ゴーグルなど当施設で販売中‼

待ってるよ‼

各コース

先着30名
限定★

施設ホームページ

施 設 L I N E

https://ssk-mirika-nakagwa-pool.com

ID検索　＠419uhban



●本　　　館 TEL 092-954-2211 FAX 092-954-3399
●図　書　館 TEL 092-954-3737 FAX 092-954-3377
　移設工事のため、電話がつながらない場合がございます。
●屋内プール TEL 092-951-2021 FAX 092-954-0505

https://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しておりますが、
通常通り開館しております。
図書館 令和5年１月11日～令和６年５月31日まで休館となります
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・松口月城記念館 リニューアル工事のため休館しています。
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
3月の申請期間 4月の申請期間

文化ホール 令和6年3月末日まで 令和6年4月末日まで
楽屋・リハーサル室 令和5年6月末日まで 令和5年7月末日まで
生涯学習センター 令和5年9月末日まで 令和5年10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6ヶ月前から、リ
ハーサル室・楽屋は3ヶ月前から、エントランスホールは1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 3月6日月、13日月、20日月、27日月
4月3日月、10日月、17日月、24日月

図 書 館 令和6年5月31日(金)まで休館いたします

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

※掲載している情報は2023年2月14日現在のものです。

　Instagram、Facebook、Twitter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。

ミリカ
Facebook

ミリカ
Instagram

ミリカ
Twitter

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

3月4日土
・
5日日

筑紫野市文化協会
第38回ちくしの芸術祭2023
主催/問合せ：筑紫野市文化協会
TEL 090-4354-0577（跡部）

入場無料 10：00

3月11日土
「夢野久作と杉山三代研究会」
第10回研究大会
問合せ・申し込み：「夢野久作と杉山三代研究会」事務局
（筑紫野市文化会館内）　TEL 092-925-4321

1,000円
13：00
〜 

18：00

3月26日日
第16回ハーモニーフェスタ in ちくしの
ともに歌う喜び ～ 祈りを込めて ～
出演： 小学生から熟年までの歌好きの7グループ

全席自由
一　　般 300円
（当日同額）
※高校生以下無料

13：30

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
募集中
〜

3月17日金

2023年度サポーターバンク
「ぐるぐる」メンバー募集
※イベント等サポートのボランティアスタッフです

無料

3月2日木
〜

2023年度大野城まどかぴあ
友の会グランド会員募集
※ WEBサービス、ゆうちょ銀行振込は 
3月1日水～可

年会費
1,500円

3月11日土
シネマランド
「異動辞令は音楽隊！」
出演： 阿部 寛、清野 菜名、磯村 勇斗　ほか
※チケット販売開始　3月4日土～

施設利用券
300円

※未就学児入場不可

①10：00
（日本語字幕付）
②15：00

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

3月10日金
〜

12日日

ふれあい文化サークル　文化祭
作品展示：  3月10日（金）～12（日）/10：00～17：00 

（12日は15：00まで）
ステージ発表：12日（日）/10：00開演

無料

3月25日土
ふれぶんシネマ俱楽部
「かもめ食堂」
出演： 小林聡美／片桐はいり　ほか

施設利用料
300円
事前予約制
※3歳以上有料

①10：00
②14：00

4月22日土
季節を彩るワンコインコンサート
シリーズ2023
～音楽で旅気分～　春公演
出演： 弓場さつき（オカリナ）　加藤優太（ギター）

一　　般 500円
※未就学児入場不可 14：00

(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

3月1日水
〜

18日土

ルミナス感謝Weeks
男女共同参画推進の活動を知っていただくために、
さまざまな催しを行います。
3/5(日)10：00～12：00
【落語】「笑顔で語ろう男女共同参画」落語家：粗忽家勘心
場所：男女共同参画推進センタールミナス　TEL 092-925-5404

体験・見学無料
※ お問い 
合わせ 
ください

4月8日土
〜

5月28日日

企画展
「鴎外、その瞳に映った太宰府」
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


