
滝沢市交流拠点複合施設

ビッグルーフ滝沢

12 月

イ ベ ン ト

たきざわキッチン

たきざわキッチン
【営業時間】９：００～２１：００
【休 業 日】１２月１１日（火）、２５日（火）

２９日（土）～１月３日（木）
【電 話】０１９－６８４－２８３０
【Ｆ Ａ Ｘ 】０１９－６８４－２８３１

滝沢市立湖山図書館
【開館時間】９：００～１８：００
【休 館 日】１２月１１日（火）、２５日（火）

２９日（土）～１月３日（木）
【電 話】０１９－６８７－２２２２
【Ｅメール】kozan@city.takizawa.iwate.jp

施設予約

ホームページ

〒０２０－０６６５
【住 所】岩手県滝沢市下鵜飼１番１５
【Ｅメール】toiawase@bigroof.jp
【Ｕ Ｒ Ｌ】http://bigroof.jp

コミュニティセンター
【開館時間】９：００～２１：００
【 休 館 日】１２月１１日（火）、２５日（火）

２９日（土）～１月３日（木）
【電 話】０１９－６５６－７８１１
【 Ｆ Ａ Ｘ】０１９－６８１－１９７２

図書館だより

宮沢賢治ミニシアター開催
宮沢賢治に関連したミニシアターと劇団黒猫舎による宮沢賢治作品の読
み聞かせを開催します。
子どもから大人まで楽しめる内容となっております。
申込み不要・入場無料！お気軽にお越しください！！
【日時】12月8日（土） 14：00～16：00
【場所】ビッグルーフ滝沢 小ホール
【内容】・劇団黒猫舎による宮沢賢治作品の読み聞かせ

・宮沢賢治に関連する映像作品の上映
やまなし(15分)、宮沢賢治ヒストリー(20分)

※開催状況によって終了時刻が前後することがあります。

冬休みこども映画会開催
申込み不要、入場無料です。

多くの皆さんのご来場お待ちしております。
【日 時】 12月22日（土） 14：30～16：00
【場 所】 ビッグルーフ滝沢 大ホール
【上映作品】・ミッキーのアイススケート(8分) 他
※開催状況によって終了時刻が前後することがあります。

冬休みこども図書館員募集
湖山図書館のお仕事を体験してみたい小学生を募集します。
【日 時】12月26日（水）・27日（木）

各13：30～16：30
【対 象】市内在住の小学4年生～6年生
【募集定員】各日5人（先着順）
【申込方法】電話または図書館カウンターでお申込み下さい。
【申込締切】12月14日（金）
※定員を超えた場合は抽選となりますが、新規でお申込み頂いた方が優
先です。

えほんのへや
ボランティア四季の皆さんによる絵本の読み聞かせを行います。

【日時】12月11日（土） 14：00～15：00
【場所】湖山図書館 児童コーナー

ウィンター学習会のご案内

温かいビッグルーフ滝沢で冬休みの課題等を学習してみませんか？

【対 象】小学1～6年生 各学年18名
【学習場所】ビッグルーフ滝沢 大会議室及び創作室
【費 用】1日の学習会 1,000円

※【希望者】 たきざわキッチン昼食 小学生用：500円
【持 ち 物 】冬休み中の宿題、必要な教科書、練習帳等
【特 典】学習会（午前・午後）に参加した場合、

肉まん・あんまん・ピザまんを学習後、進呈します。
【申込方法】ビッグルーフ滝沢 総合案内に申込書・料金と一緒に

直接お申込み下さい。
【申込締切】12月20日（木）

※定員になり次第締切とさせて頂きます。

【学 習 日 】１２月２６日（水）３年生 ／ １２月２７日（木）５年生
１２月２８日（金）１年生 ／ １月 ４日（金）６年生

１月 ７日（月）４年生 ／ １月 ９日（水）２年生
１月１０日（木）特別学習日（１～６年生）

※特別学習日は、都合により（各学年）決められた日に
受講できない方の学習日とします。

※原則１日の学習としますが、半日２回を希望する場合は、
早めにご相談下さい。

【一日の流れ】 受付開始 ９時１０分 ～ ９時２５分
① ９：３０～１１：４５ 学習（冬休みの課題中心）
② １２：００～１２：４５ 昼食（休憩）
③ １３：００～１４：５０ 学習・映画会・読書等

りんごギフト販売開始！
たきざわキッチンオリジナルの
りんごギフト箱が完成しました！
サイズは3kgと6kgの2種類！
地方発送も承っております♪

滝沢はるかの出荷始まります！
滝沢市が誇る超希少品種「はるか」
平均糖度が15度以上と群を抜いており、
密が入った衝撃的な甘さのりんごです♪
今月より出荷開始予定です♪

クリスマス限定メニュー登場！
今月はクリスマスに合わせてロース
トチキンや、ココアムース等を提供
予定です♪お楽しみに☆

クイックスイートの出荷始まります！
水はけの良い岩手山の火山灰土が広がる滝沢で栽
培が盛んなサツマイモ「クイックスイート」！
従来品種より芋の肉質の粘質が高く、ねっとりし
て「みずみずしい」食感を楽しめる品種です。
今月より出荷開始予定です♪

mailto:toiawase@bigroof.jp


１２月 催 事 予 定

大ホール 小ホール

ふれあい広場

ふれあい広場

11月15日現在

開講予定ビッグルーフ講座案内

～ １ 月 開 講 予 定 ～

【フィットネスキックボクシング講座】
☆時間 １９：００～２１：００
☆曜日 土曜日 または 日曜日
☆場所 アクティブルーム
☆講師 大畑 隆

初心者向けのキックボクシングを楽しく無理なく安全に行い、
ストレス発散・体力向上・健康維持を目的としています。
また、全身を使う運動なのでシェイプアップや美容にも効果的です。

【アンチエイジング健康講座】
☆時間 １４：００～１５：００
☆曜日 土曜日
☆場所 大会議室
☆講師 田村 昭洋 ・ 島田 裕章

最近足がふらつく、小さな段差でもつまづくと感じている方はいませんか？
ご高齢になると誰しもが感じる不安だと思います。
この講座では骨と筋肉の老化の予防方法について紹介します。

ビッグルーフ講座受講生募集中！！
他にもたくさんの講座がございます。

講座の詳細は総合案内まで
お問合せください。ベアレンビールフェスト in

ビッグルーフ滝沢２０１８

３時間飲み放題！！ お子様連れ大歓迎！！
【日 時】 １２月１４日（金） １７：３０～２０：３０
【場 所】 ビッグルーフ滝沢 大ホール他
【料 金】 前売り券 2,000円（限定200枚）

当日券 3,000円
【フード販売】 たきざわキッチン
※ジョッキ持ち込み
※食べ物の持ち込みは自由
※酒類の持ち込みは禁止
※ビールジョッキ販売・各種ソフトドリンク販売

くらふとかふぇ
プラ板でクリスマスの飾りを作りませんか？
温かいスープの販売始めました。
飲み終わる頃に出来ちゃいます！
ぜひ、いらしてください！！
【日付】毎週水曜日 １２月 5日、12日、19日、２6日
【時間】１０：００～１５：００
【場所】ビッグルーフ滝沢 喫茶コーナー
【料金】ドリンク付 ￥３００～

懐かしの映画会
『 父ありき 』 監督：小津安二郎

【日付】１２月２４日（月） 入場無料！
【開場】９：３０ 【開演】１０：００～１２：００
◎映画会の日限定
懐かしの映画会特製弁当８００円（お茶付）を限定２０個販売！

☆映画会来場者特典
たきざわキッチンで使える割引券(500円お買い上げで100円引)
を来場者全員にプレゼント！ ※割引券は当日のみ有効

ビッグルーフ滝沢通信！
毎月第１・第３木曜日にＩＢＣラジオにて放送中！

【放送日】１２月６日（提供：劇団ゆう）
１２月２０日（提供：Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社）

【時 間】１３：５０頃から

日 曜 催　　事　　名

10:30 ～ 15:00

備　　　　　考

1 平成30年度滝沢市環境フォーラム 滝沢市

019-656-6510

土

年末年始休館日のおしらせ
１年間誠にありがとうございました。

２０１９年も引き続き、ビッグルーフ滝沢をよろしくお願い致します。
年末年始の休館日は、１２月２９日（土）～１月３日（木）全館休館となります。

みなさまのご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

日 曜 催　　事　　名

10:30 ～ 15:00

10:00 ～ 13:30

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 21:00

019-613-3338

9:00 ～ 12:00

17:30 ～ 20:30

9:00 ～ 12:00

14:30 ～ 16:00

24
懐かしの映画会
『父ありき』

アルビレオたきざわ共同事業体

019-656-7811

月

【開場】９：３０　【開演】１０：００

23
English Recital and Christmas
Concert

ECCジュニア．BS上太田三枚橋教室

090-5520-8951

22 冬休みこども映画会 滝沢市立湖山図書館

019-687-2222

土

日

【開場】１４：２０　【開演】１４：３０

月17 睦大学唱歌教室 滝沢市高齢者支援課

019-656-6521

備　　　　　考

1 平成30年度滝沢市環境フォーラム 滝沢市

019-622-6141

5
平成30年度岩手県小・中学校新聞コン
クール表彰式

岩手県新聞教育研究協議会

019-656-6536

5
平成30年度分の所得税青色申告決算
説明会
～営業所得について～

盛岡税務署

090-7327-1395

019-656-6510

2
子供向けプログラミングイベント＆
岩手大学生の成果発表大会

滝沢市

土

日

水

水

【開場】14：30　【開演】１５：００

9 音楽発表会

019-684-3296

13
平成30年度分の所得税青色申告決算
説明会
～農業所得について～

盛岡税務署

019-622-6141

14
ベアレンビールフェスト
　　　ｉｎビッグルーフ滝沢2018 アルビレオたきざわ共同事業体

019-656-7811

8
情報発信STUDY
スマホでもイケる！カメラテクニック
講師／P-BOX　松本伸・松本晃

有限会社　哲学堂土

日

木

金

近藤ピアノ教室

【開場】１３：３０　【開演】１４：００

【前売り券】2,000円（限定200枚）

日 曜 催　　事　　名

事前申込み制

14:00 ～

16:00 ～

9:00 ～

14:00 ～

9:00 ～

17:30 ～

13:00 ～

9:00 ～

13:00 ～

備　　　　　考

1
こそだておはなし会～２０１８～
『絵本のこと』

2

情報発信STUDY
SNSの中で飛び抜けるInstagramの
発信する力・売る力
講師／株式会社パスチャー　甲斐優理子

有限会社　哲学堂

019-656-7811

019-601-1160

019-613-3338

土

1
平成30年度
もりきたエコムネット学習会

もりきたエコムネット土

日

8 宮沢賢治ミニシアター 滝沢市立湖山図書館

17:00 ※一般の方はご参加頂けません

19:00

6 平成30年度安全運転管理者等講習 一般社団法人　岩手県自家用自動車協会木

土

019-687-2222

019-637-3243

10 新調理システムセミナー 株式会社TAKUMIコーポレーション

0193-65-8185

月

14
ベアレンビールフェスト
　　　ｉｎビッグルーフ滝沢2018 アルビレオたきざわ共同事業体

019-656-7811

金

18 盛岡ママ写真部クリスマス会 出張こども写真ハートグラフ火

090-2799-5010

22 情報発信STUDY 有限会社　哲学堂

21 睦大学習字教室 滝沢市高齢者支援課

12:00

金

019-656-6521

019-613-3338

土

17:00

12:00 ※一般の方はご参加頂けません

藤原　理佐

【受付】9：00　【開催時間】9：30～11：30

17:00

16:00

16:30

20:30

【前売り券】2,000円（限定 200枚）


