
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10日（火）、24日（火）

30日（火）～1月3日（金）
【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】12月10日（火）、12月24日（火）

29日～1月3日（全館休館）
【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10日（火）、24日（火）

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

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】12月5日（木）提供：劇団ゆう
【時 間】１３：５０頃から

図書館おはなし会
ビッグルーフ滝沢のクラフトフェスタ内で、おはなし
会を開催します。寒い冬にあったかいお話や工作で盛
り上がろう。
【日程】12月14日（土）
【時間】午前10時～午前11時半
【場所】ビッグルーフ滝沢 アクティブルーム
【内容】絵本の読み聞かせ 冬の工作

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】12月14日（土）
【時間】午後2時～午後3時
【場所】図書館児童コーナー
＊次回予定は、1月11日（土）

図書館講座「考古学と松本清張」
考古学の観点から、松本清張作品について講座を行いま
す。
【日時】令和2年1月16日（木）午後7時～午後8時
【場所】ビッグルーフ滝沢 湖山図書館内
【講師】市埋蔵文化財センター 井上 雅孝
【定員】20名（先着）
【申込期間】12月9日（月）～令和2年1月8日（水）

開館日の午前9時から午後6時まで受付
【申込方法】電話687-2222または図書館窓口まで

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（木）午前10時～午後3時半
【対象】小学4年～6年生（滝沢市民優先）
【人数】 5名（定員を超えた場合は抽選）
【申し込み方法】12月１７日（火）までに、電話か図
書館カウンターまでお申込みください。
【その他】 昼食が必要となります。

line@QR

美味しいクイックスイートの入荷中！
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。

滝沢はるか数量限定入荷予定！
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♪
数量限定で12月6日出荷予定です♪

お世話になったあの方へ
感謝を込めた 「冬の贈り物」

滝沢産の美味しいギフトをお選びいただけます。
贈答用ギフト箱ご用意しております、滝沢りんごや
ジュース、滝沢地酒をセットアップいたします。

12月29日(日) 営業時間変更のお知らせ
営業時間 9：00 ～ 16：00

（レストラン 10：30～16：30 ラストオーダー15：30）
※12月29日(日)はコミュニティセンターは休館となります。

mailto:toiawase@bigroof.jp


12月 催 事 予 定
大ホール ふれあい広場

10月14日現在

イ ベ ン ト

懐かしの映画会
『銭形平次』

1987年放送 45分×2本
監督：斎藤光正 原作：野村胡堂
キャスト：風間杜夫/宮崎美子
【日付】12月23日（月） 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

冬休みこども映画会
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。親
子で楽しい冬休みをお過ごしください。
【日時】12月21日（土）午後2時半～午後4時頃
【場所】ビッグルーフ滝沢 大ホール
【上映作品】「トムとジェリー クリスマス」（8分）「シ
ンデレラ」（72分）
【主催】滝沢市湖山図書館

イ ベ ン ト

滝沢クラフトフェスタ2019
～WINTER～

【日 時】 12月14日（土）10：00～16：00
12月15日（日）10：00～15：00

【場 所】 ビッグルーフ滝沢
【内 容】 4月にも開催した滝沢クラフトフェスタ

大好評につきこの冬も開催！
滝沢市内や県内外からの作家さん、
クリエイターさんの作品が集結！
ここでしか手に入らない品物が手に
入るかも！？クリスマスプレゼントに
もおススメです！

★出店申し込みは10月にて終了しております

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、学び体験もしてみません
か？
【対 象】小学1～6年生 各学年20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（＊原則１日の学習会とします）

＊希望者のみ、たきざわキッチン昼食 500円にて提供（小学生用）
Aランチ：カレー（コロッケ付） Bランチ：ナポリタン（コロッケ付）

【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、

中華まんを学習後、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（金）

※定員になり次第締切とさせて頂きます。

【学 習 日 】 12月２5日（水）3年生 ／12月26日（木）5年生
12月27日（金）6年生 ／ 1月 6日（月）1年生

１月 7日（火）4年生 ／１月 8日（水）2年生
１月 9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 ９：１０ ～ ９：２５
① ９：３０～１１：４５ 学習（冬休みの課題中心）
②１２：００～１２：４５ 昼食（休憩）
③１３：００～１４：５０ 学習・学び体験・読書等

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。

2020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。（たきざわキッチンは29日営業）
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。

りんごの森保育園 わくわくらんど
～冬のおはなし会～

【日時】12月21日（土） 10：30～11：15
【場所】ふれあい広場

施設利用料金変更のお知らせ

２０１９年１２月１日以降の新規ご予約手続き分より、施
設利用料金を改定させていただくことになりましたので、
お知らせ致します。１１月３０日までのご予約手続きいた
だいていた分は旧料金対応となります。
尚、備品使用料については今回改定はございません。
何卒、ご理解ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

小ホール

日 曜 催　　事　　名

13:00 ～

10:00 ～

10:00 ～

9:00 ～ 21:00

20～22

第5回てつむぎ展
20日11：00～16：30
21・22日9：00～16：30

特定非営利活動法人いなほ

金
～

日

＊22日まで

15 滝沢クラフトフェスタ2019 滝沢クラフトフェスタ

019-656-7811

ECCジュニア緑が丘教室スピーチコ
ンテスト

ＥＣＣジュニア　緑ヶ丘教室

16:00

019-663-9466

17:00

019-677-8500

14 滝沢クラフトフェスタ2019 滝沢クラフトフェスタ

15:00

土

日

019-656-7811

日8

備　　　　　考

日 曜 催　　事　　名

14:00 ～ 16:00

15:00 ～ 16:00

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 17:00

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 17:00

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 16:00

10:00 ～ 15:00

14:00 ～ 20:00

14:30 ～16：00頃

13:00 ～ 17:00

10:00 ～ 12:00

日

火

水

土

日

019-622-2642

岩手県新聞教育研究協議会

冬休みこども映画会
「トムとジェリー　クリスマス」
「シンデレラ　アニメ名作シリーズ」

滝沢市立湖山図書館21

4
所得税等青色申告決算等決算説明会
（営業所得者向）

盛岡税務署

019-622-6141

滝沢クラフトフェスタ2019 滝沢クラフトフェスタ

019-656-7811

14

019-684-3296

1 おんがく発表会 近藤ピアノ教室

備　　　　　考

ECCジュニア．BS上太田三枚橋教室

090-5520-8951

日

8
岩手ブロック
壮年のつどい

一般社団法人実践倫理宏正会　盛岡支部

3
令和元年度岩手県小中学校新聞コン
クール表彰式

090-7327-1395

7 大川ピアノ教室発表会 大川　美智子

019-684-2354

木12
所得税等青色申告等決算説明会
（農業所得者向）

盛岡税務署

019-622-6141

8
クリスマス発表会 クリスマスコン
サート「The Japan 日本について考
えよう！」

15 滝沢クラフトフェスタ2019 滝沢クラフトフェスタ

019-656-7811

土

日

20 ダンスパーティー 岩手県ダンススポーツ連盟

090-9530-7895

金

土

ビッグルーフ滝沢懐かしの映画会
「銭形平次」

アルビレオ映画会

019-656-7811

22 ようながピアノ教室発表会 ようながピアノ教室

019-681-0712

019-687-2222

日

月23


