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道の駅くじ・やませ土風館からのお知らせ 2022.2.1

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・
岩手久慈っこ本舗・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）

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、風の館窓口ご利用の方、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。
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。

久慈市プレミアム付き
飲食券＆共通券

飲食券＆共通券：レストラン山海里／Café de la place／
あじ屋／RED CHILI／海ごはん浜や／久慈琥珀街の駅店
共通券：こしど久慈店／産直まちなか／竹屋製菓／
上山琥珀工芸／岩手久慈っこ本舗／田高酒店

使用期限
2/28（月）

まで！！

WA ROCK
ワロック 交換所

第19回
岩手県「道の駅」
スタンプラリー

    Ribbon Project
北三陸とのつながりをずっと大事にしてくれている
のんさんが脚本・監督・主演をつとめる映画「Ribbon」が
2月25日(金)にいよいよ全国公開されます！
北三陸からものんさんと映画を応援するプロジェクトが
2/8(火)からスタートします！

商店街やYOMUNOSU、やませ土風館で映画の重要な要素
である「リボン」をモチーフにしたデコレーションを
行うほか、写真や衣装の展示などが予定され
ています。詳しくは2/8(火)公開予定のプロジェ
クトホームページをご覧下さい。

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！h�ps://kuji-kankou.com/ribbonproject

5/10(火)まで開催中！
岩手県内全35駅のスタンプを集めて
応募しよう！完走賞は10,000円相当
の特産品詰合せが10名に当たる！
応募用紙とスタンプは風の館1階正面
入り口前スタンプコーナーに設置し
ています！

はじめました

期限を過ぎた商品券は一切使用
できなくなります！
＜土風館・歴通路広場で使えるお店＞

＜プレミアム付き商品券についてのお問合せ＞
　0194-52-1000（久慈商工会議所）

映画「Ribbon」公式サイト 
　https://www.ribbon-movie.com

忘
れ
ず
に

  

使
お
う
！

風の館１階階段脇

※販売は終了
　しています



WAROCK

〈　開催日　〉

お金にまつわる本展
2月2日（水）～2月27日（日）

3月1日（火）～4月15日（金）
２月１日（火）～2月27日（日）

3月 1日（火）～3月31日（木）
3月1日（火）～3月31日（木）

ロボットプログラミング
ワークショップ

回想サロン

期　日：   ３ 月 ５ 日（ 土 )
　　　　  ３ 月 ６ 日　(日 )
時　間： 午前の部    10時半～12時
　　  　 午後の部    14時～15時半
場　所： 図 書 館 ２階 学習室
参加費： 無 料
対　象： 小 学 校 ４～６ 年 生
定　 員： 各回先着　５ 名
持ち物 ：  筆記用具 
２月３日（木)から電話または
図書館カウンターで受付

期日：3月17日(木)
時間：10時～11時
場所：1階多目的室
料金：無料
対象：どなたでも
人数：先着10名
３月３日(木)から電話または
図書館カウンターで受付

時間：１０時～１１時
　　　１４時～１５時
対象：高 校 生 以 上
定員：各 回先 着 ６ 名

講師
StAND hibiki　
馬内 広斗 氏　
THE BEAM COFFE
門ノ澤 大介 氏

　　毎週月曜日

営業時間

定休日

平日　11：00～17：30 L.O．
休日　10：00～17：00 L.O．

はるやすみイベント
※詳細は後日ポスターでおしらせします！

よむのす
 シアター

※詳細は、後日
Twitter,Insta,HP

　 館内ポスターでお知
らせします

「がんばれスイミー」
「ざんねんないきもの事典」

SEASONAL DRINK
「みかんと吟醸甘酒のホットスムージー」
フレッシュで華やかな「みかん」の香り
ほっこり温まる甘酒のなめらかな味わい

 2月12日（土）
 2月26日（土）
 3月12日（土）
 3月26日（土）
時間11：00～11：30

おはなしの巣
よみきかせ

ボランティアグループ
「ピノキオ」による絵本や
紙芝居の読み聞かせ図書館えいが会

２月12日（土） ２月26日（土）
「がんばれスイミー」
「ざんねんないきもの事典」

「鬼の子とゆきうさぎ」
日本の昔ばなし「ほれ薬」

３月12日（土） ３月26日（土）
おしりたんてい

「ププッいせきからの
SOS 前編」

ウォルトディズニー
「３匹のこぶた」

１４時上映開始

おしりたんてい
「ププッいせきからの

SOS 後編」
ウォルトディズニー
「田園交響曲」

回想サロンCOFFEE WORK SHOP
～うちカフェをたのしもう～

2/19
SATURDAY

おうちで
カンタン！
美味しい珈琲の
淹れ方講座！

講師
StAND hibiki
馬内広斗氏
THE BEAM COFFEE
門ノ澤大介氏 図書館カウンターまたは

電話で参加申込受付中！

～季節限定メニュー～

交換所

ワロック

1階エレベーター前

ワロックってなに？
石に絵を描いて、まちに
置いたり拾ったりする
自然遊び。詳しくは
交換所のチラシを見てね

毎月
最終日曜日
開催

Twitter instagram

２月・３月企画展のお知らせ

新生活スタート
～進級、 進学おめでとう～

冬のスポーツ

２階 3階

もう一度読みたい
　　　　思い出の本展

スマートデバイス
　　　取り扱い説明

のんさんが脚本・監督・主演をつとめる映画「Ribbon」が
まもなく公開！映画の公開に合わせて北三陸から映画を
応援するプロジェクトが２/8( 火 ) から始まります！
YOMUNOSUでは映画にちなんだ装飾や
水槽の特別展示を行う予定です。
プロジェクトの内容については 2/8( 火 )
公開予定のホームページ等をご覧下さい！

   Ribbon Project

h�ps://kuji-kankou.com/ribbonproject

YOMUNOSU NEWS
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StAND hibiki駅前観光交流センター

久慈市立図書館

　

          

twitt

  2022
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℡0194-52-7701

℡0194-53-4605

２月２7日・３月２7日
※祝日は営業、翌日休み

3/21㈪春分の日→営業　
3/22 ㈫前日振替→休み

２月２０日（日）
３月２０日（日）

マラサダドーナツの日
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