
12:00～ 　　毛ガニ汁格安販売 久慈産の毛ガニを贅沢に使った毛ガニ汁！
1杯200円　限定100食です 北日本銀行駐車場

10:30～ あちこちde詰め放題開催！
会場各所で詰め放題企画が多発！
駅前広場ではちょっぴりまめぶ汁

お振るまいも開催♪

駅前広場
本町ポケットパーク
北日本銀行駐車場

土風館

抽選会場：歴通路広場

お買い上げ300円ごとに補助券1枚進呈!
3枚一口として応募！歴通路広場で抽選券

をGETして応募してね

対象店舗：本町ポケットパーク・アズビバ
　　　　 駅前広場・まちなか体験工房

　　　　北銀・歴通路広場・土風館・市日

冬の市大抽選会11:30～
13:30～

まちなか体験工房
（旧松前）

パワーストーン「琥珀」でオリジナルア
クセサリーを作ってみよう♪キノコ菌植
体験も人気！休憩コーナーでは大川目地

区の「幻の餅」をお振るまい！

琥珀アクセサリー作り体験
キノコ菌植体験

コノハモチお振るまい
10:00～

10:00～ 歴通路広場
「久慈の味」を食べ比べて投票しよう!
ふじぽん絶賛!夏井米粉うどんも参戦!Ｂ級グルメ市

場　所

10:00～
市日組合による特産品の販売

ふわふわトランポリン無料開放
海鮮焼き格安販売

市日には旬の食材が勢揃い！
トランポリンは小学生以下無料
おいしい海鮮焼きもあるよ！

市日通り
北日本銀行駐車場

時　間 開　催　イ　ベ　ン　ト

11:00～ 毛ガニ＆ホタテの一本釣り
制限時間1分！大人1,000円、子供500円
釣れない場合は毛ガニ１パイ＆ホタテ２枚

をプレゼント！
歴通路広場

10:00～ 　毛ガニの格安販売 今が旬！久慈産毛ガニを超格安販売！
数量限定！お一人5ハイまで！ 歴通路広場

10:00～
ヤンボラプレゼンツ！

かがくフェスタ＆お休み処
スライム、巨大シャボン玉、かさ袋飛行

機などワクワクする企画がいっぱい
まちなか体験工房

（旧松前）

今が旬！！身が詰まった毛ガニを格安販売！急げっ！！

釣り名人は誰だ！？　制限時間1分 ！ 大人1回1000円、子供500円

毛ガニのうまみがぎゅ――っとつまったあったか汁。1杯200円

会場内各所で詰め放題企画を実施 ！ ぐるっとまわって詰めまくろう！

特賞は人気ゲーム機
PS３とWii（各１台）！

｢市日｣と連携した久慈の冬を彩るイベント



 

イベント本部・総合案内所
（北日本銀行銀久慈支店駐車場）
10:00～子供遊びコーナー、海鮮焼き格安販売
10:30～春ワカメ詰め放題（200円）
12:00～毛ガニ汁格安販売
　　　　　（1杯200円 限定100食）

まちなか体験工房（旧松前）
10:00～琥珀アクセサリー作り(300円)
       キノコ菌植体験(200円)
　　　 かがくフェスタ（体験無料）
　　　 「幻の餅」試食コーナー

市日通り
　旬の味覚が勢揃い！

道の駅くじ　やませ土風館
10:30～ボイルイカ詰め放題（200円）

歴通路広場
10:00～Ｂ級グルメ市
　　　 毛ガニ格安販売（1人5ハイまで）
11:00～毛ガニ＆ホタテの一本釣り
11:30～冬の市大抽選会（午前の部）
13:30～冬の市大抽選会（午後の部）

巽山公園
市街地を一望！

～駐車場のご案内～
道の駅くじ（やませ土風館）、中町イベント広場へどうぞ。
なお、ハートフルパーキングご利用のお客様にはイベント本部
（北銀久慈支店駐車場）で駐車サービス券を差し上げます！

アヅビバ
(スタンプラリーゴール)
10:00～バスボム(入浴剤)づくり教室
　　　 おひな様づくり教室
  ～松ぼっくりでおひな様を作ろう～

駅前広場
10:30～まめぶ詰め放題(100円)
　　　 お振るまいあり！
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本町ポケットパーク
10:30～アワビ詰め放題
　　　　(2000円)



【Ｂ級グルメ対象店・出展料理・内容・価格】
価格

豆腐田楽 にんにく味噌がなんともいえない！ １００円

にぎり棒 棒状の焼きおにぎり！？ １００円
はな餅 お餅に味噌を塗って・・・ １００円
まめぶ汁 山形町の郷土料理 ３００円
豆腐田楽 手づくり豆腐の素朴な味！ １００円
短角牛コロッケ １５０円
短角牛メンチカツ ２００円
短角牛らーめん（大） ５００円
短角牛らーめん（小） ３００円
鮭わさびコロッケ 鮭とわさびのコラボ！ 　８０円

　７０円
１５０円

ベーコンマヨたいやき 食べてびっくり！？ １００円
オリジナルやきそばタコス 冬の市限定！イカすタコス！？ ３５０円
中華まん 久慈産のしいたけたっぷり❤ １５０円
短角牛ウィンナー入り南部たこう焼　『たんたん』 ６００円

５００円
米粉うどん ２５０円
うにめし ３００円
ほやめし ３００円
イカせんべい汁 ２５０円
かっけばっとう ２００円
小麦田楽 １２０円
そば田楽 １５０円
豆腐田楽（大） １３０円
豆腐田楽（小） 　７０円

イベントの内容を変更する場合があります。

お問い合わせ　社団法人久慈市観光物産協会　　ＴＥＬ０１９４－６６－９２００

夏井振興協議会

南部たこう焼

みち草の驛

贅沢めし！ご堪能あれ！

口の中いっぱいに磯の香りが広がります❤

旨味たっぷり❤海鮮風のせんべい汁

小麦にこだわった一味違う田楽もち！

ヘルシー田楽❤

にんにくたっぷり！超スタミナカレーうどん！

にんにく味噌の香ばしさ❤

おやきの山本屋

久慈産しいたけ入り南部たこう焼　『しいたけくん』

ふるさと物産館

店舗名 出展料理 内容

へっちょこ茶屋

まめぶの家

そばのしゃぶしゃぶ！？

まめぶがさらにキュートになりました❤

短角牛入りの豪華さ！

洋風まめぶ料理！想像以上の美味しさ！

かわいすぎるまめぶコロッケ

北村商店
ＲＥＤ　ＣＨＩＬＩ

ドリームアップ

まめぶグラタン

久慈産の原材料使用

食べたい料理を選んで食べて、その中でもこれが久慈の味だ！と思う料理一品を選んで投票す

ると抽選で５名様に久慈の特産品が当たるよ！

Ｂ級グルメの対象店の会場案内図は裏面をごらんください

※この度行われる第１～４回（計４回）の「Ｂ級グルメ市」の投票の目的は、久慈の郷土食の意

識調査であり、投票数や投票順位が久慈のＢ級グルメの選定に直接的に反映されるものでは

ありません。あらかじめ御容赦ください。

抽選につきましては第４回投票終了後に抽選を行い、景品は

発送をもって発表と換えさせていただきます。

この冬

最後！！

２月２８日（日）１０時～１４時

開催場所 やませ土風館前 歴通路広場



ご不明な点などございましたら、お近くのスタッフまでお問い合わせください。

マスコミにも取り上げられました久慈市、久慈市観光物産協会、岩手大学の学生

さんと共同開発した久慈お菓子ＢＯＸの試験販売を土風館（オープンカフェ）にて

行います！

２８日（日）限り限定４０個、価格は１箱５００円にて販売いたします！（数に限りが

ございますので売り切れ次第、終了とさせて頂きます。ご了承ください。）
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おやきの山本屋

夏井振興協議会

ＲＥＤ ＣＨＩＬＩ

あじ屋

休 憩

スペース

Ｂ級グルメ対象店及び投票所の会場案内図

自動販売機

Ｂ級グルメ対象店及び投票所

（Ｂ級グルメ対象店には標記して

あります）

投票される際には

氏名・住所・電話

番号をご記入頂き、

抽選で５名様に久慈

の特産品を進呈致し

ます！

抽選方法は第１～４

回（11/23・12/23・

1/23・2/28）Ｂ級グル

メ市にて投票頂いた

方の中から第４回（２

月）終了後に抽選を

行い、景品は発送を

もって換えさせてい

ただきます。

☆投票のしかた☆

①Ｂ級グルメ対象商品を購入！

↓

②お店の人から、投票用紙引換券

をもらってください！

（㊟引換券は、そのつど購入した個数

分、 各お店の人からもらってね！）

↓

③満腹になったら、投票所にレッツ

ゴー！！！

↓

④引換券と投票用紙１枚を交換しよ

う！（お一人様一票）

↓

⑤『これが久慈の味だ！』と思う料理

一品に投票！！

（㊟複数投票は無効となります）
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ふるさと物産館

南部たこう焼は土風館前にて出展し

ておりま～す！

黄色の車が目印だよ！

北村商店

へっちょこ茶屋

雑穀黄金

ドリームアップ

まめぶの家

みち草の驛
毛ガニ

格安

大城ドーナツ

たこ丸

久慈お菓子ＢＯＸ限定販売




