
The Dofukan Times
道の駅くじ・やませ土風館からのお知らせ 2021.2.1

土の館

風の館

9：00～18：00

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・
岩手くじっ子本舗・田高酒店
２F：カフェ・ド・ラ・プラス
（10:30～17:50／月曜、第2・第4火曜定休）

(3/31まで冬季営業時間）

9：00～18：00
(3/31まで冬季営業時間）

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）

11:00～18:00／L.O.17:30

（一般社団法人 久慈市観光物産協会）

秋まつり
御囃子実演

毎月第1・第3・第5日曜日開催！
①11:30　　②13:30

観覧無料

山車組による御囃子と音頭上げ実演
観覧の際はマスク着用、検温・手指の消毒にご協力をお願い
します。情勢により日程が変更になる場合があります。混雑
時は入場制限を行います。

参加用紙はスタンプコーナー
に設置しています。

岩手県内の道の駅で
スタンプを集めて応
募すると抽選で特産
品や商品券が当たる
かも！

岩手県
道の駅
スタンプラリー
開催中！

全 34駅

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低くなる場合がありますのでご了承下さい。

お問合せ：いわてGo To Eat
キャンペーン事務局

019-624-5020
(平日10時～18時)

2/14( 日 ) はまちなかにおでかけしよう！
マスク着用でお越し下さい。会場入り口では検温・消毒を実施します。

詳しくは別途配布のチラシをチェック！
お問合せ：0194-52-1000お問合せ：0194-52-2123

（久慈商工会議所）（久慈市観光交流課）

いわてまんぷく
イートチケット
販売期間 2/28 まで延長！
使用期限 6/30 まで延長！

数量限定につき品切れの際はご容赦下さい。
情勢によりイベント内容、出店内容が変更
される場合があります。ご了承下さい。

出店予定
タコス、ドーナツ、そば、ラーメン、
うにめし、焼き鳥、唐揚げ、海鮮焼き、
コーヒー、雑貨、千本くじなど

アツアツ

おでん販売
場所：JA産直花野果

人気の夜市をお昼に開催！
アツアツおいしい屋台グルメを
お持ち帰りで楽しもう！

場所：駅前広場、歴通路広場

グルメあったか

市日商品詰め合わせや
人気ゲームソフトなどが当たる！

冬の市抽選会
対象店舗で合計1000円分のお買い物につき1回挑戦！

抽選会場：歴通路広場本部テント

ほっかほか

かあちゃん食堂
短角牛バーガー、短角牛ピロシキ、鶏だんご汁

場所：歴通路広場

＜べっぴん昼市について＞＜冬の市について＞

場所：駅前広場など場所：歴通路広場、JA産直花野果
（10:00～14:00頃）

（10:00～14:00頃）

4,000円販売価格
（500円券×10枚つづり）
1冊

観光案内所で販売中！
岩手県内の登録飲食店で使えます。
使えるお店は公式サイトで↓↓

https://www.iwate-gotoeat.jp/index.html

べっぴん 市昼北三陸くじ冬の市×



定期上映会　 〈ヨムノスシネマ〉

YOMUNOSU NEWS
★よむのすからのお知らせ★
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StAND hibiki駅前観光交流センター

久慈市立図書館

　発行：（一社）久慈市観光物産協会（観光交流センター・情報交流センター指定管理者）
　　　　　　　   観光交流センター　TEL：66-9200   　情報交流センター　TEL：52-7777

「図書館えいが会」

2 月 13 日（土）
『はたらく細胞 風邪症候群』
『トムとジェリー おかしなアヒルの子』

2 月 27 日（土）
『日本昔ばなし ほら吹き娘』
『宮西達也劇場 おまえうまそうだな』

3 月 13 日（土）
『うっかりペネロペ』
『チップとデール リスは歌姫がお好き』

3 月 27 日（土）
『おじゃる丸 おじゃ若丸と電慶・他』
『ドナルドの消防隊長』

※午前 10 時と午後 2時 30 分の 2回上映

       　 〈3 階展示コーナー〉
・大人な飲み物
　期日：2月 3日（水）～ 2月 28 日（日）
・東日本大震災、防災
　期日：3月 3日（水）～ 3月 31 日（水）

『ロボットプログラミングワークショップ

◎実施日：３月６日・７日・20 日・21 日
◎時　間：午前の部 10 時 30 分～ 12 時
　　　　　午後の部 14 時～ 15 時 30 分
◎場　所：図書館（YOMUNOSU 内）２F 学習室
◎対　象：小学 1-4 年生　各回先着５名
※各日程とも午前午後の２回実施

ヨムノスシネマ

※事前予約ですので 1階 観光案内所まで、お声掛け下さい！

2月 28日（日）

上映作品は後日、Twitter やチラシ等で告知！
場所：１階 多目的室
定員：30名

料金：無料

Twitter : @yomunosu

※都合によりイベントの内容が変更や中止になる場合があります。

★はるやすみイベント企画★

新商品 !! 冬期限定ドリンク
               
　　　　無農薬大津みかん＋純米大吟醸甘酒

　　　　     『ホットスムージー』

～『伝承あそび』を楽しもう～

焙煎度の異なる 3 種の珈琲をご用意してます。

少量ずつ色々な味わいの珈琲とスペシャルスイーツをぜひどうぞ !!

      〈ヨムノスシネマパック限定販売〉
　　 ポップコーンとドリンクのお得なセット !!

定休日　  毎週月曜日

◎営業時間◎
・平日　    11：00 ～ 17：30 L.O.
・土日祝　　10：00 ～ 17：00 L.O.

企画展 （特集展示）

 〈2 階展示コーナー〉
・将来の夢
　期日：2月 3日（水）～ 3月 31 日（水）

『みんなにおすすめ！ POP コンクール

◎対　　象：小学生～一般
◎対象資料：久慈市立図書館の図書全般
◎実 施 日：２月９日（火）～２月 28 日（日）まで
　　　　　　に２Fカウンターに作成した POPを
　　　　　　お持ち下さい。
応募用紙は、カウンターにて配布いたします。
詳しくは図書館スタッフまで。

3 月 29（月）～ 4 月 4 日（日）

スタッフと三目並べ対戦 !!
3 月 20 日（祝・土）～ 28 日（日）

昔ながらの伝承あそびにチャレンジして 名人をめざそう !!

けん玉遊び

3 月 20 日（祝・土）～ 4月 4日（日）

定期開催 !!

ヨムノスクイズ

・MOE 絵本屋さん大賞
　期日：3月 10 日（水）～ 4月 11 日（日）

2 月 ・ 3 月

自゙分好みの珈琲、みつけてみませんか″？

「THE BEAM COFFEE」
　 「suehirogari」

 スイーツと珈琲飲み比べセットを販売 !!

2/28
  （SUN）

イベント開催！
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