
滝沢市交流拠点複合施設

ビッグルーフ滝沢
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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】11月12日（火）、26日（火）
【電 話】０１９－６８４－２８３０
【Ｆ Ａ Ｘ 】０１９－６８４－２８３１

図書館だより

滝沢市立湖山図書館
【開館時間】９：００～１８：００
【休 館 日】11月12日（火）、11月26日（火）
【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】11月12日（火）、26日（火）
【電 話】０１９－６５６－７８１１
【 Ｆ Ａ Ｘ】０１９－６８１－１９７２

たきざわ日曜朝市

【日程】11月3日、10日、17日、24日（日）
【時間】6：００～８：００
【場所】ビッグルーフ滝沢 駐車場

毎月最終週は特売日！！

ビッグルーフ滝沢通信！
毎月第１木曜日にＩＢＣラジオにて放送中！
【放送日】１１月 ７日（提供：劇団ゆう）
【時 間】１３：５０頃から

えほんのへや

ボランティア四季のみなさんによる絵本の読み
聞かせを行います。
【日程】11月9日（土）
【時間】午後2時～3時
【場所】図書館児童コーナー
＊次回予定は、12月14日（土）

読書週間
10月27（日）～11月9日（土）まで読書週間
です。おはなし会やミニシアター、図書貸出な
どで、スタンプを押します。何個集められるか
チャレンジしませんか？

ミニシアター
幼児・小学生向けのアニメ作品の上映を行います。
申し込み不要・入場無料です。
お気軽にお越しください。
【日時】11月16日（土）午後2時～3時半
【場所】北部コミュニティーセンター
【上映作品】・のらねこと金魚（10分）、こぶと
りじいさん（12分）カラスのパンやさん（20分）
【主催】滝沢市立湖山図書館
【問合せ先】滝沢市立湖山図書館

019-687-2222

line@QR

冬の贈り物に滝沢の美味しいりんご！

たきざわキッチンでは、岩手山麓でりんご農家の
皆さんが丹精込めて作られたりんごギフトの
地方配送を承っております。各りんご農家の皆さん
が、おすすめするりんごの詰合せで、約3kgと6kg
とサイズをお選びいただけます。

今年のりんごを是非
お楽しみください。

mailto:toiawase@bigroof.jp


11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

10月14日現在
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2019芸術祭たきざわ

【演劇部門】
オズ・エピソードゼロ 二人の魔女の物語

【日 時】11月2日（土）18：30開場19：00開演
【場 所】大ホール
【料 金】前売り券 ≫1.000円 当日1.300円

ミュージカル 旅ねこガスの物語
【日 時】11月3日（日）9：30開場 10：00開演
【場 所】大ホール
【料 金】前売り券 ≫500円 当日800円

ミュージカル フランダースの犬
【日 時】11月3日（日）13：30開場 14：00開演
【場 所】大ホール
【料 金】前売り券 ≫800円 当日1.100円

＊3作品セット券 2.000円（前売りのみ）
＊各チケットは、大人・子ども一律料金です。
（3歳未満ひざ上鑑賞可）
チケットはビッグルーフ滝沢・ふるさと交流館にて販売
中！

【邦楽部門】
民謡・舞踊・詩吟など

【日 時】11月10日（日）10：30～16：00
【場 所】大ホール
【料 金】入場料500円

【茶道部門】
表千家・裏千家二席

【日 時】11月10日（日）10：00～15：00
【場 所】和室・ホワイエ
【料 金】入場料800円

【洋楽部門】
合唱・弦楽・コーラス・ダンスなど

【日 時】11月17日（日）13：00～16：00
【場 所】大ホール
【料 金】入場無料

【展示部門】
絵画・書道・水墨画・工芸・文芸・写真・華道など

【期 間】11月16日（土）～18日（月）
【時 間】9：00～17：00（最終日は15：00まで）
【場 所】館内各所
【料 金】入場無料
お問合せ 滝沢市教育委員会文化振興課
TEL：019-656-6586

懐かしの映画会
『長男』

1961年公開 56分
監督：佐藤武 キャスト：飯塚瞳/中江隆介/三好久子
農家の主として一家を支える長男とその家族の物語。全国的に過

疎化や離農が進行する中、農業で生きる努力を描く

『今どきの嫁』
1956年公開 47分

監督：青山通春 キャスト：飯田蝶子/岸旗江/鈴木瑞穂
戦前の家族制度がまだ抜けきれない東北の農村を舞台に、新しい

考えを持つ嫁と姑の激しい対立を描く
【日付】11月15日（金） 入場無料
【開場】9：30
【開演】10：00～12：00頃
【主催】アルビレオたきざわ共同事業体

日 曜 催　　事　　名

18:00 ～ 21:00

9:30 ～ 16:00

9:00 ～ 21:00

13:00 ～ 21:00

10:30 ～ 16:00

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 16:00

10:30 ～ 14:30

13:30 ～ 15:30

日

木

金

019-684-6123

019-656-6586

3
2019芸術祭たきざわ
10時　　旅ねこガスの物語
14時　フランダースの犬

滝沢市文化振興課　入場料有

備　　　　　考

2
2019芸術祭たきざわ
オズ・エピソードゼロ　二人の魔女
の物語

滝沢市文化振興課　入場料有

019-656-6586

土

7 介護・福祉用具の展示会 株式会社ウェルファン

090-6082-4595

8
滝沢市商工会青年部主催
地域雇用マッチングフェア

滝沢市商工会青年部

10 2019芸術祭たきざわ【邦楽部門】 滝沢市文化振興課　入場料有

019-656-6586

日

15
懐かしの映画祭
『長男』・『今どきの嫁』

アルビレオ映画会

019-656-7811

金

17 2019芸術祭たきざわ【洋楽部門】 滝沢市文化振興課　

019-656-6586

日

犯罪被害者支援　県民のつどい
警察音楽隊コンサート

公益社団法人いわて被害者支援センター

019-621-3750

20

23 いわて盛岡会チャリティー発表会 岩手もりおか会

019-662-7483

水

土

滝沢市環境フォーラム 滝沢市環境課

019-656-6510

土30

滝沢市環境フォーラム＆こどもエコひろば ＊入場無料
滝沢市環境フォーラム
【日 時】 11月30日（土） 10：0０～15：3０
【場 所】 ビッグルーフ滝沢 大ホール他
【内 容】 食品回収コーナー 小型家電無料回収コーナー

衣類回収 ワークショップ 映画上映会
作品展示コーナー

こどもエコひろば
【日 時】 11月30日（土） 10：0０～15：0０
【場 所】 ビッグルーフ滝沢 ふれあい広場
【内 容】 ご家庭の不用品（おもちゃ、服、古本、文具

など）をお持ちいただき、仮想通貨（ビッグ）
と交換して、交換した仮想通貨で、買い物・
木工体験・工作遊び！

★事前回収のお願い （期間：11/1～11/20）
ご家庭でご不要の、まだ使えるおもちゃ、子ども服、古本、ベビー用品｛未使
用｝、文具｛未使用｝をビッグルーフ滝沢総合案内までお持ちください。提供品
1点につき「1ビッグ」と交換させていただきます（＊最大10ビッグまで）
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日 曜 催　　事　　名

18:00 ～ 21:00

10:00 ～ 16:00

10:00 ～ 15:00

10:00 ～ 15:00

備　　　　　考

7
タキザワコレカラカイギ
トークショー・ワークショップ

滝沢市企画政策課

019-656-6561

木

9 にじいろマート にじいろマート

090-1497-0028

10
2019芸術祭たきざわ
【茶道部門】

滝沢市文化振興課　入場料800円

019-656-6586

土

日

30 こどもエコひろば アルビレオたきざわ共同事業体

019-656-7811

土

ビッグルーフ滝沢講座 無料体験会「健康応援フェスタ」
～ビッグルーフ滝沢で体を動かしませんか？～

【日 時】 11月24日（日）
【場 所】 アクティブルーム
①10：00～ 「ベーシックアロマヨガ 」
②11：00～ 「たのしいフラダンス」
③13：30～ 「Ｒｉｇｈｔ♡（かる～い）エアロビクス」
④14：30～ 「フィットネスキックボクシング」

【場 所】 小ホール
⑤13：00～ 「エアートランポリン大人の健康運動教室（19～90歳代）」

※各講座の体験お申し込みや、内容等はお電話又はビッグルーフ滝沢総合案内までお
願いいたします。各講座定員がございますので、お申し込みはお早めに！

日 曜 催　　事　　名

9:00 ～

18:30 ～

9:00 ～ 17:00 18日は15：00まで

10:00 ～ 16:00

備　　　　　考

17:00

7 介護・福祉用具の展示会 株式会社ウェルファン

20:30

木

金

090-2272-0557

090-6082-4595

8
子どもが輝けば未来が輝く！夢を持
てば人は輝く！！

浪岡　友恵　入場料3000円

16～18 2019芸術祭たきざわ　【展示部門】 滝沢市文化振興課

019-656-6586

土
～
月

24 健康応援フェスタ アルビレオ滝沢共同事業体日

019-656-6527

リフトアップセラピー
施術無料体験会（完全予約制）

11月2日（土）より、毎週土曜日スタート！毎月先着10名様限定（定員100名）
①10：00～ ②11：00～ ③12：00～ ④13：00～

【場所】ビッグルーフ滝沢 相談室
【持ち物】フェイスタオル、飲み物、フェイスクリーム
【申込先】健康バランスデザイナー 山本克子 wondertherapy369@gmail.com
＊セラピーご希望の方は、上記アドレスに、お名前、希望日時、ご住所をお知らせください

mailto:wondertherapy369@gmail.com

