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道の駅くじ・やませ土風館からのお知らせ 2022.8.1

土の館

風の館

9：00～19：00

１F：こしど久慈店・産直まちなか・
久慈琥珀・竹屋製菓・上山琥珀工芸・
岩手久慈っこ本舗・田高酒店
２F：カフェ・ド・ラ・プラス
（ランチタイム11:30～14:00／詳細はHPをご覧下さい）

(9/30まで夏季営業時間）

9：00～19：00
(10/31まで夏季営業時間）

山車展示コーナー・観光案内所

地場食材レストラン山海里

問：0194-66-9200

問：0194-52-2289
（株式会社 街の駅・久慈）

11:00～17:00／L.O.16:30

（一般社団法人 久慈市観光物産協会）

物産館お問合せ0194-52-2289
（株式会社 街の駅・久慈）

回
覧

来館の際はマスク着用、検温・消毒にご協力下さい。随時換気を行っております。
それに伴い館内温度が安定しない場合がありますのでご了承下さい。

※感染症対策として、会議室・多目的ホール貸し切り利用の方にご来館者情報のご記入をお願いしております。（任意）
情勢により施設が臨時休館することがあります。その場合はすでにご予約頂いている場合でも風の館会議室・多目的ホールの利用はできません。
臨時休館となった際の利用料は後日返金または別日程への振替となります。ご理解とご協力をお願い致します。

WA ROCK
ワロック 交換所

風の館とYOMUNOSUに
旅する石「ワロック」の
交換所ができました。
詳しい遊び方は交換所の
チラシかＨＰを見てね！

風の館１階階段脇

予告

東北「道の駅」
スタンプラリー
2022年版スタンプブック

好評発売中！
販売場所：風の館観光案内所
東北6県の道の駅情報がこの1冊に！
道の駅めぐりの必需品です！（１冊３００円）

べっぴん夜市
8/26(金)

お問合せ：0194-52-1000（久慈商工会議所）

マスク着用等の感染対策にご協力下さい。

風の館第2期分の販売は

（食事券利用時にお店で発行してもらえます。）

使えるお店は公式サイトに掲載中！→→
https://www.iwate-gotoeat.jp/stores/index.php

<食事券についてのお問合せ：019-624-5050>
※随時更新中のため、紙の一覧表は発行されていません。

※食事券購入の領収書は発行されません。

できたてをお持ち帰りで楽しもう！

場所：道の駅くじ歴通路広場、
久慈駅前いつくし広場、
みちのく銀行駐車場、
旧岩手銀行久慈支店跡地

9/1(木)～予定
※お一人様1回につき5冊まで購入可
（窓口にお越しの方のみ。回数の制限はありません。）

※第1期分の利用期限は8/31まで！

まちなか
ドライブインシアター

はまちなか満喫

★無料／事前申込制★　※先着順
車の中が映画館！おしゃべりしながら
ワイワイ楽しもう！

場所：中町イベント広場（病院跡）

詳しい申込方法等はチラシや
ホームページをご覧下さい！
お問合せ：0194-66-9200（久慈市観光物産協会）

唐揚げ専門店「唐揚げ100％」８月OPEN予定！

歴通路広場の営業情報はHPに掲載しています！⇒⇒

レストラン 8/1(月)より一部メニューと営業時間が
変更になります。山海里 ☆営業時間 11:00～17:00　※ラストオーダー16:30
【お問合せ：0194-52-2289（株式会社街の駅・久慈）】

☆ ☆

「CUBE」菅田将暉主演

屋台メニューのお持ち帰り販売！

時間：17:00～20:00

時間：18:00開場／20:50頃終映予定

※感染状況によりイベント内容が変更・中止になる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

詳しくはHPをご覧下さい→→



８月２０日 （土）
９月１０日 （土）

スタンドーナツの日
0のつく休日限定MENU

　　　 よみきかせ
おはなしの巣
絵本や紙芝居の
読み聞かせ

８月１３日（土）
８月２７日（土）
９月１０日（土）
９月２４日（土）

〈　開催日　〉

時間11：00～ 11：30

回想 【時間】 １０時 ～１１時
【場所】 １階多目的室
【人数】 先着１０名

9月１日㈭から電話
または図書館カウンターで

受付開始

時　間 ： 午後２時～午後３時
定　員 ： 先着 25 名
場　所 ： ２階閲覧室

※　　出入り自由

〇土曜日開催〇

時間 ： 10 時～ 11 時
対象 ： ７歳未満の子ども
場所 ： おはなしの部屋

8 月 27 日（土）
はたらく細胞
「食中毒」
トムとジェリー

「お家はバラバラ」

9 月 10 日（土）
おしりたんてい

「ﾌ゚ ﾌ゚ ｯふめつのせっとうだん」
前編

ウォルトディズニー

「うさぎとかめ」

図書館えいが会
※14時上映開始
9 月 24 日（土）

おしりたんてい
「ﾌ゚ ﾌ゚ ｯふめつのせっとうだん」

後編
ウォルトディズニー

「子猫の武勇伝」

8 月 13 日（土）
「いわたくんちのおばあちゃん」

トムとジェリー
「台所戦争」

企画展のお知らせ
２階

妖怪大集合！
戦争と平和

郷土を識る
　９/１㈭～９/２５㈰
8/５㈮～９/19 ㈪

　9/22 ㈭～ 10/３0 ㈰

３階
趣味の本棚
お部屋づくりの

アレ ・ コレ

８/２５㈭～９/２５㈰
9/30 ㈮~11/13 ㈰

先生と一緒に英語にふれあおう！

なつやすみ
いべんと

かたぬき！ヨーヨーつり！
金魚すくいをやるよ！

各 １回 50 円
詳細はポスターや SNS を見てね♪

９/１６㈮

  　　　　　講  師　　　　　

　　吉田偉峰 氏
　 岩手県環境アドバイザー
　 　一戸町観光天文台台長

岩手県環境アドバイザーの
吉田氏をお迎えし、天体観
測を通じて星空に関するお
話しをしていただきます。

期　日： ①８ 月 ６ 日（土） 
　　　 ②８ 月 ７ 日（日）
時　間： ①午 後 ７ 時 ００ 分 
　　　　 ～ 午 後 ８ 時 ３０ 分

　　  　 ②午 前１０ 時 ３０ 分
　　　　　～午 後１２ 時００ 分

場　所：  １F多目的室・屋上
参加費：   無　料
対　象：　どなたでも
定　 員 ：　３０名 

ライブラリーサイエンス

※天候その他の事情により、 内容の変更または中止となる場合があります。

　申込方法：図書館カウンター、または電話で受付中

リアスのうみべ
さんてつがゆく
読み聞かせトークショー

申込方法　
図書館カウンター、

電話で受付中

8/6sat.

銀河鉄道の夜

８月２８日㈰
開始時間→午後２時～
場所　１階多目的室

25名
先
着

募集期間　

８月 7 日㈰～２１日㈰
図書館カウンター、 電話で受付

ももとほうじ茶のティラミス

ももとロイヤルミルクティーのスムージー

ももゼリー杏仁

和と洋の融合～♪

清涼感と濃厚さがおいしい～♪

紅茶と杏仁の上質感～♡

ももフェア開催中
後期ポイントカードの開始は、
１０月１日㈯ からスタートです。

ポスター・各 SNSで情報を発信しますので、
チェックしてください！

前期ポイントカードは、
７月３１日㈰終了、
８月上旬抽選、

８月中旬当選結果発表！

WAROCK
お絵描きコーナー夏休みスタート！

世界に一つ！自分だけの石を作ろう！
交換所に置いたり、交換できるよ！

旅する石

交換所はどこにあるの？

ヨムノス、土風館、夏井市民センター

※詳細は、ポスターや各 SNS を見てね♪
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