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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】1月14日（火）、1月28日（火）

12月30日～1月3日（年末年始休業）
【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】1月14日（火）、1月28日（火）

12月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】1月14日（火）、28日（火）

１２月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】1月9日（木）提供：劇団ゆう
【時 間】１３：５０頃から

冬休み工作ワークショップ
冬休みに簡単工作しませんか♪
冬休みに工作ワークショップを開催します。
申し込み不要、参加費無料です。
【日程】1月8日（水）
【時間】午後1時～午後3時半
【場所】ビッグルーフ滝沢 アクティブルーム
【対象】来館児童や親子
【内容】冬の工作づくり

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】1月11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、2月8日（土）

岩手県立図書館巡回展
「深沢省三・紅子の仕事展」

生誕120周年を迎えた深沢省三は童画家、挿絵作家
としても活躍しました。同じく画家である妻、紅子
と歩んだ足跡をたどる資料を展示します。
【日時】令和2年1月25日（土）～2月2日（日）
【場所】ビッグルーフ滝沢 湖山図書館内多目的室

ミニシアター
幼児・小学生向けの16ミリフィルムアニメ作品の上
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】1月18日（土）午後2時～午後3時半
【場所】滝沢ふるさと交流館
【上映作品】・ゆきおんな（12分）

・かさじぞう（12分）
・ピノキオ（24分）

line@QR

ピックアップ 新商品
県内６蔵元の
日本酒を使用
した。砂田屋
の酒ケーキ入荷
しました。大人
のスイーツです。

1月4日 たきざわキッチンの初売り
たきざわキッチンでは、甘酒のお振舞いやお得な福袋

など、お楽しみイベントを開催いたします。詳細は
決まり次第、たきざわキッチン内にて告知させていただき
ます。皆さまのご来店お待ちしております。

mailto:toiawase@bigroof.jp


1月 催 事 予 定
大ホール ふれあい広場

12月14日現在

イ ベ ン ト

懐かしの映画会
『ゆずり葉の頃』

2015年放送 102分
監督：中みね子
キャスト：八千草薫/風間トオル/仲代達矢
市子が少女の頃に思いを寄せていた人は、今では
国際的な画家となっていた。彼の個展の記事を目
にした市子は、思い出の一枚の絵を求め、軽井沢
へ旅立つ。軽井沢で人のぬくもりに触れ、次第に
ほどけていく市子の心。そんな市子に思いがけな
い出会いが訪れる…。
【日付】1月15日（水） 入場無料
【開場】9：30
【開演】10：00～12：00頃
【主催】アルビレオ映画会

イ ベ ン ト

アウトオブキッザニア イン たきざわ

Out of KidZania in 滝沢
楽しく学べる仕事体験！

キッザニアとは？
こどもたちが楽しみながら社会のしくみを学ぶ

ことができる「こどもが主役の街」です。
アウトオブキッザニアとは？

こども達に「もっとリアルな体験をしてもらい
たい」という想いから生まれたプログラムです。
キッザニアの街を飛び出して、実際の仕事現場を
知ることができます。

未来あるこどもたちに、仕事体験を通じて楽し
みながら社会の仕組みを学ぶとともに地元の職業
を知ってもらう機会を目的としています。

＊先着順のWEB事前予約制となります
12月6日（金）9：00～予約開始

「Out of KidZania in 滝沢」のホームページか
らお申込みください。

詳しくはこちら→

日時：2020年1月11日（土）12日（日）
9：30～17：00（当日受付開始時刻8：30～）

①9：30～10：30 ②11：00～12：00
③13：30～14：30 ④15：00～16：00
＊仕事の内容により異なります。
対象：小学1年性～中学3年生
料金：WEB事前予約制

770円（税込）/1プログラム
★別途材料費がかかるプログラムもございます。

＊当日申込みは1100円（税込）
当日募集プログラムがあった場合のみ。
事前予約で完売の際には、当日券はございません。

主催：Out of KidZania in 滝沢実行委員会
監修：KidZania Japan 協賛：KDDI

交通指導隊初出動式
令和2年滝沢市消防出初式

安心・安全の誓い新たに、防火・防災への
思いを込めて。規則正しい訓練の様子や立
ち並ぶ消防車の姿は圧巻です。
日時：令和2年1月5日（日）
10：30～12：00
場所：ビッグルーフ滝沢 防災広場
問い合わせ：滝沢市防災防犯課
ＴＥＬ：019-656-6507

第15回 滝沢市郷土芸能まつり
古き良き伝統を後世に伝え、新たな風
も取り入れる。令和最初の郷土芸能ま
つり。
日時：令和2年1月26日（日）
10：00～16：00
場所：ビッグルーフ滝沢 大ホール
問い合わせ：滝沢市文化振興課
ＴＥＬ：019-656-6586

日 曜 催　　事　　名

10:30 ～ 11:00

11:00 ～ 12:00

13:00 ～ 18:00

9:30 ～ 17:00

019-656-7811

9:30 ～ 17:00

9:00 ～ 12:00

9:00 ～ 16:30

9:00 ～ 16:30

10:00 ～ 16:00

10:00 ～ 17:00

10:00 ～ 16:00

土

日

水

土

019-641-5151

Out of Kidzania in 滝沢実行委員会

15 懐かしの映画会　「ゆずり葉の頃」 アルビレオ映画会

019-656-7811

11 アウトオブキッザニアin滝沢 Out of Kidzania in 滝沢実行委員会

備　　　　　考

5 滝沢市交通指導隊初出動式 滝沢市防災防犯課

019-684-6123

019-656-6507

8
令和2年新春名刺交換会
優良従業員表彰式

滝沢市商工会

5 令和2年滝沢市消防出初式 滝沢市防災防犯課

日

日

水

019-656-6507

トヨタカローラ岩手

019-641-5151

日

18
トヨタカローラ岩手
ドキドキフェアinビッグルーフ滝沢

トヨタカローラ岩手

12 アウトオブキッザニアin滝沢

019-656-7811

19
トヨタカローラ岩手
ドキドキフェアinビッグルーフ滝沢

26 第15回　滝沢市郷土芸能まつり 滝沢市文化振興課

019-656-6586

29 LIXIL2020新商品内覧会 株式会社LIXIL

019-648-3541

日

水

30 LIXIL2020新商品内覧会 株式会社LIXIL

019-648-3541

木


