
◆冬休み企画展｢草野心平と岩石～詩人と地質｣
12/17㈭～1/11㈪㈷

◆体験コーナー｢ジオードのミニ発掘｣ 企画展期間中平日に実施

午前の部 9:30～11:30/午後の部14:00～16:00

要材料費(1個700円)

◆一般体験発掘 毎週土・日曜日 ＊雨天中止

午前の部 10:00～11:30/午後の部13:30～15:00

定員:各回200名

◆親子自然探訪教室｢冬の野鳥を見にいこう！｣

1/11㈪㈷ 10:00～13:00 要予約(～1/10㈰17:00)

|| いわき市アンモナイトセンター

◆スポット展示｢松井秀簡～非戦をつらぬいた泉藩士～｣

11/21㈯～1/19㈫

◆冬休みクラフト教室｢クリスマスランタンを作ろう」

12/19㈯ 14:00～15:30 定員:20名
要材料費(300円) 要予約

|| いわき市勿来関文学歴史館

◆体験学習｢民話の語り⑦｣ 1/9㈯ 13:30～14:30

語り部:いわき民話の会 定員:20名 要予約(～12/20㈰)

◆演奏会｢新春箏(こと)コンサート｣ 1/10㈰ 14:00～15:00

雅(みやび)な音色で新春をお祝いします。
定員:20名 要予約(～12/20㈰)

◆ロビー展｢マスクと消しゴムはんこ展｣ 12/3㈭～1/7㈭

木よう体験教室受講生の作品を展示します。

◆年中行事｢正月飾り｣ 12月下旬～2月中旬

市内の伝統的な正月飾りを茅葺き民家に飾ります。

|| いわき市暮らしの伝承郷

◆IT相談会12/22㈫ 14:00～16:00

◆クリスマスディスプレイ12/25㈮まで 9:00～22:00

クリスマス飾りを｢遊びと憩いの広場｣に飾ります。

|| 福島県いわき海浜自然の家

|| いわき市生涯学習プラザ

◆企画事業｢冬を楽しもう～スキー教室～｣
1/10㈰ 定員:40名程度 要予約
対象:市内小学校に通う児童とその家族
会場:会津地区スキー場 自然の家発着
※詳細は別途問合わせ下さい。

◆企画展｢草野心平と棟方志功～わだばゴッホになる｣
10/10㈯～12/20㈰

◆スポット展示｢吉野せい｣ 10/3㈯～12/27㈰

｢草野天平｣1/2㈯～3/28㈰

◆クリスマスえほんコンサート 12/20㈰ 14:00～15:00

定員:50名 要予約(電話受付)
＊小学生以下の参加者(先着30名)にお菓子をプレゼント！

◆｢ガリ版ワークショップ｣参加者作品紹介1/2㈯～11㈪㈷

いわき市草野心平生家

草野心平の生家では、心平の多感な幼少年時代を紹介。
詩人の故郷を実感できます。

|| いわき市立草野心平記念文学館
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◆第2回企画展『いわきの弥生時代を探る』後期

「新たな墓の出現」12/20㈰～4/11㈰

◆ミニ企画展｢干支-うし-｣ 1/2㈯～31㈰

◆勾玉づくり体験会12/26㈯・27㈰、1/2㈯・３㈰

午前の部 9:30～11:00/午後の部 13:30～15:00
定員:各回20名 要材料費(350円) 要予約

|| いわき市考古資料館



12/19㈯
勿来文歴 クリスマスランタンを作ろう
アンモ 一般体験発掘
プラザ クリスマスディスプレイ ～12/25㈮

12/20㈰

文学館 クリスマスえほんコンサート

伝承郷 (共催事業)里山の暮らし⑨
考古館 企画展『いわきの弥生時代を探る』後期

「新たな墓の出現」～4/11㈰

アンモ 一般体験発掘

12/21㈪

12/22㈫
アンモ ジオードのミニ発掘
プラザ ＩＴ相談会

12/23㈬ アンモ ジオードのミニ発掘

12/24㈭
伝承郷 木よう体験教室｢消しゴムはんこ彫り・

ちぎり絵教室」
アンモ ジオードのミニ発掘

12/25㈮ アンモ ジオードのミニ発掘

12/26㈯
考古館 勾玉づくり体験会
アンモ 一般体験発掘

12/27㈰
考古館 勾玉づくり体験会
アンモ 一般体験発掘

12/28㈪

12/29㈫ アンモ ジオードのミニ発掘

12/30㈬ アンモ ジオードのミニ発掘

12/31㈭ アンモ ジオードのミニ発掘

1/1㈮

1/2㈯

文学館 スポット展示「草野天平」 ～3/28㈰

ガリ版ワークショップ参加者作品紹介
～1/11㈪㈷

考古館 ミニ企画展「干支-うし-」 ～1/31㈰

勾玉づくり体験会
アンモ 一般体験発掘

1/3㈰
考古館 勾玉づくり体験会
アンモ 一般体験発掘

1/4㈪

1/5㈫ アンモ ジオードのミニ発掘

1/6㈬ アンモ ジオードのミニ発掘

1/7㈭
伝承郷 木よう体験教室｢消しゴムはんこ彫り・

ちぎり絵教室」
アンモ ジオードのミニ発掘

1/8㈮ アンモ ジオードのミニ発掘

1/9㈯
伝承郷 民話の語り⑦
アンモ 一般体験発掘

1/10㈰

伝承郷 新春箏コンサート
勿来文歴 ギャラリートーク
アンモ 一般体験発掘
自然の家 冬を楽しもう！～スキー教室～

1/11㈪ アンモ 冬の野鳥を見にいこう！

◆住 所 いわき市小川町高萩字下夕道1-39

◆電 話 0246-83-0005

◆開館時間 9:00～17:00(入館16:30まで)

◆観覧料※ 一般440円(350円)/高･高専･大生330円(260円)

小･中生160円(130円)

◆休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)・12/29～1/1

◆住 所 いわき市小川町上小川字植ノ内6-1

◆電 話 0246-83-0005(草野心平記念文学館)

◆開館時間 9:00～15:00(入館14:45まで)

◆観覧料 無料

◆休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)・12/29～1/1

◆住 所 いわき市中央台・県営いわき公園内

◆電 話 0246-29-2230

◆開園時間 9:00～16:30(入園16:00まで)

◆観覧料※ 一般340円(270円)/高･高専･大生220円(170円)

小･中生170円(120円)

◆休園日 毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)・12/29～1/1

◆住 所 いわき市勿来町関田長沢6-1

◆電 話 0246-65-6166

◆開館時間 9:00～17:00(入館16:30まで)

◆観覧料※ 一般330円(280円)/中･高･高専･大生220円(170円)

小学生170円(110円)

◆休館日 毎月第３水曜日(祝日の場合は翌平日)・1/1

◆住 所 いわき市大久町大久字鶴房147-2

◆電 話 0246-82-4561

◆開館時間 9:00～17:00(入館16:30まで)

◆観覧料※ 【観覧のみ】一般260円(200円)/高･高専･大生190円

(160円)/小･中生110円(80円)

【体験発掘及び観覧】

一般730円(670円)/高･高専･大生560円(530円)

小･中生370円(340円)

◆休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)・1/1

◆住 所 いわき市常磐藤原町手這50-1

◆電 話 0246-43-0391

◆開館時間 9:00～17:00(入館16:30まで)

◆入館料 無料

◆休館日 毎月第３火曜日(祝日の場合は翌平日)・1/1

◆住 所 いわき市久之浜町田之網字向山53

◆電 話 0246-32-7700

◆活動時間 9:00～16:30(宿泊する場合20:30まで)

◆利用料 【日帰】大学生以上200円 /小・中・高生100円

【宿泊】大学生以上1040円/小・中・高生520円
※小・中・高校等が教育課程に基づく行事として使用する場合及び
未就学児は無料です。宿泊料金は別途食事・シーツ代がかかります。

◆休所日 毎週月曜日・祝日・12/27～1/4

◆住 所 いわき市平字一町目1番地 ティーワンビル内

◆電 話 0246-37-8888

◆開館時間 9:00～22:00

◆入館料 無料 ※ご利用にあたってはお問い合せ下さい

◆休館日 毎月第３月曜日(祝日の場合は翌平日)・12/29～1/3

＊観覧料（ ）内は20名以上団体割引料金
＊観覧料に※印のある施設は、以下の条件で無料になります。
○いわき市内在住で65歳以上の方
○身障者手帳・療育手帳・精神障がい者保険福祉手帳をお持ちの方
○土･日に限り市内の小･中･高･専修･高専生

Happy New Year !!


