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久慈港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

あまちゃんロケ地  
  

久慈市は、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』のメインロケ地です。 

『あまちゃん』では、架空の“北三陸市”として登場しましたが、久慈市をはじめとする北三陸沿岸の 5 市町村が作品の舞

台となっています。作品の世界に浸りながら、ドラマの先の物語を久慈市で見つけてみませんか。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-8111 岩手県久慈市宇部町 24-110-2  

アクセス 個人:港より車で 20分(9km) 

季節 夏 
観光バス 
駐車台数 

3台 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 

   

平庭高原  
  

標高 800ｍの平庭高原は、葛巻町との市境に広がる高原。国道 281 号の両側に約 4km にわたって白樺林が続き、全体では

約 300ha に約 31 万本（日本一）も林立する高原リゾートです。県立自然公園に指定された風光明媚な場所で、一年を通し

て大自然を満喫できるフィールドです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-8605 岩手県久慈市山形町来内 20-13-1  

アクセス 個人:港より車で 60分(39km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5台 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 

 

小袖海女センター  
  

小袖海女センターでは、７月～９月の３ヵ月間「北限の海女」による素潜り実演が開催されます。「北限の海女」は、久慈

市の小袖海岸で素潜り漁を行う女性たちのことで、その中でも上手に潜る人は、息を止めたまま 10ｍ以上潜ってウニを採

ります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-8111 岩手県久慈市宇部町 24-110-2  

アクセス 個人:港より車で 20分(9km) 

季節 夏 
観光バス 
駐車台数 

3台 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 
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久慈港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

三船十段記念館  
  

神技「空気投げ」で知られる、講道館最高位の十段にまで上り詰めた久慈市出身の柔道家、三船久蔵の記念館です。近代柔

道の礎を築いた功績をはじめ、三船久蔵の生涯や業績を紹介しています。また道場もあり、日々稽古に励む姿を見ることが

できます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-8605  岩手県久慈市川貫 5-20-230  

アクセス 個人:港より車で 18分(6km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

4台 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 

   

久慈琥珀博物館 
   

自然・文化・アートとさまざまな側面から、見て・触れて・体験して「琥珀」を知ることができる国内唯一の琥珀博物館で

す。久慈の琥珀は中生代白亜紀後期の約 8500 万年前のもので、宝飾品などに使われている琥珀としては、世界で最も古い

年代の琥珀です。琥珀の発掘体験、加工作業、もちろんお買い物も楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-0056 岩手県久慈市小久慈町 19-156-133  

アクセス 個人:港より車で 20分(10km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 

 

市日  
  

市日は、毎月 6 回（3.8.13.18.23.28 の日）開催される朝市で、370 年の歴史があると言われています。 

市日は、交通、文化の要所として栄えた久慈市の歴史を伝え、地域ならではの食品や商品を買うことが出来ます。市日を訪

れる一番の魅力は、地元の売り子さんたちと触れ合うことです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-0062 岩手県久慈市二十八日町２丁目２１  

アクセス 個人:港より車で 15分(4km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 
 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 
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久慈港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

やませ土風館  
  

物産館「土の館」、観光交流センター「風の館」を中心に、秋まつり山車展示場やレストラン、屋台村などが盛り込まれた

施設です。海産物をはじめ、久慈市の名産品が数多く並んでおりお買い物にも便利です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-0056 岩手県久慈市中町 2丁目 5-6  

アクセス 個人:港より車で 15分(4km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

14台 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 

   

久慈秋まつり  
  

600 余年の歴史と伝統を誇る県北地方の最大のまつりであり、熱気と賑わいに満ちたその光景は、毎年多くの観光客に感動

を与えています。お通りとお還りに行われる、豪華で勇壮な山車と神輿の合同運行は圧巻。中日には郷土芸能大パレードも

行われ、連日見応え十分です。前夜祭は木曜日です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-8042 岩手県久慈市八日町 1-1  

アクセス 個人:港より車で 15分(4.9km) 

季節 ９月第３金曜日～日曜日 
観光バス 
駐車台数 

16台 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 

 

北限の海女フェスティバル  
  

奇岩が立ち並ぶ壮大で美しい小袖海岸を舞台に開催。1 分間タモでウニが採り放題の「ウニ採り名人戦」や海女の素潜り実

演など、様々なイベントが行われます。さらには、海産物の販売も行われ、新鮮な海の幸を満喫することができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-8111 岩手県久慈市宇部町 24-110-2  

アクセス 個人:港より車で 20分(9km) 

季節 ８月第１日曜日 
観光バス 
駐車台数 

3台 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 
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久慈港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

平庭闘牛大会  
  

平庭高原で開催される、東北地方で唯一の闘牛大会で、牛同士の迫力ある戦いを見ることができます。その歴史は 200 年前

の江戸時代まで遡ります。近隣の海岸で作った塩を、牛の背に乗せ運んでいましたが、その際、先頭に立つ牛を決めるため、

牛同士を戦わせたのが闘牛のはじまりとされています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-8605 岩手県久慈市山形町来内 20-13-1  

アクセス 個人:港より車で 60分(39km) 

季節 ６月上旬、８月中旬、10月中旬 
観光バス 
駐車台数 

5台 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 

   

まめぶ  
  

行事や「ハレ」の際の食として、正月や結婚などお祝いの時などに作られた伝統食で、様々な野菜とともにクルミと黒砂糖

を包んだお団子を一緒に煮る料理です。NHK連続テレビ小説「あまちゃん」にも登場し、全国的にも大人気の料理になりま

した。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 

 

魚介類  
  

三陸沖は世界三大漁場の一つです。ワカメ、コンブなどの海藻類、またそれを食べて成長するウニ、その根元には高級食材

のアワビが…。港にはサンマやサケなど数えきれない魚介が水揚げされています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 
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久慈港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

福来（日本酒）  
  

明治 40 年開業の蔵元が、地元に根ざして作り続けている絶品の日本酒です。味の種類も多くあり、南部杜氏の技が光りま

す。名称は「福」が「来る」の意味。飲めば、きっとあなたも幸せになります。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
久慈・岩手観光情報サイト「山里海のものがたり」 
http://www.visit-kuji.jp/index.html 

お問合せ【久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課】 

電話番号: 0194-52-2369 l メールアドレス: sangyou@city.kuji.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.kuji.iwate.jp/ 
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