
滝沢市交流拠点複合施設

ビッグルーフ滝沢

3月

催事案内

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】3月10日（火）、3月24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】3月10日（火）、3月24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】3月10日（火）、3月24日（火）
【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】3月5日（木）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。
【日時】3月１4日（土）午後2時〜午後3時
【場所】図書館児童コーナー
※次回予定は、4月11日（土）

ミニシアター

幼児、小学生向けの16ミリアニメフィルム作
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】3月21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】空をとんだポウさん（8分）

おむすびころりん（12分）
アラジンと魔法のランプ（24分）

line@QR

春のお彼岸

３月17日（火） 彼岸入
20日（金・祝） 中日
23日（月） 彼岸明け

春の返礼特集
お世話になった
あの方へ
感謝を込めて。
ハーバリウムや
ソープフラワー
いかがでしょうか。

いわておにぎり図鑑 掲載！

月刊アキュート３月号の
いわてのおにぎり大図鑑に
当店のおにぎりが紹介され
ました。掲載を記念して
お惣菜・弁当コーナーにて
おにぎり特集を開催します。

産直コーナーでお供え用の切花など
ご用意いたします。彼岸の準備にご利用ください。

数量限定

手作りおにぎり特集

気まぐれ
ぺっこずつ弁当

480円(税込)

mailto:toiawase@bigroof.jp


ビッグルーフ講座受講生募集中！！
4月より新年度講座開催！

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。

3月 催 事 予 定
イベント

2月15日現在

イ ベ ン ト

懐かしの映画会
『水戸黄門』

～頑固くらべで鬼退治～
1981年放送 46分

監督：岡本静夫
キャスト：東野英二郎 里見浩太朗 大和田伸也

『昭和の岩手 なつかし映像』
45分

【日付】3月13日（金） 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

滝沢クラフトフェスタ２０20
～SPRING～

昨年4月と12月にも開催した滝沢クラフトフェスタ、
この春も開催が決定しました！
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！市内最大規模のクラフトイベントをお楽し
みに！
【日 時】４月25日（土）10：00～16：00

4月２6日（日）10：00～16：00
詳細は随時ホームページ、Facebook等でお知らせいた
します！

※出店募集については締切しております。

春休み進級学習会のご案内

春休みの課題等をしっかり学習し、新しい学年に
進級しましょう！参加後はお菓子をプレゼント。

【対 象】小学1～6年生 各学年20名
滝沢市以外の小学生も参加可能です。

【学習場所】ビッグルーフ滝沢 大会議室
【費 用】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

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 】春休み中の宿題、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、

お菓子を学習後、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】3月19日（木）

※定員になり次第締切とさせて頂きます。
【学 習 日 】3/23（月）2年生 3/25（水）6年生

3/26（木）4年生 3/27（金）5年生
3/30（月）3年生 3/31（火）1年生
4/1（水）特別学習日（1～6年生）

※特別学習日（4/1）は、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、複数回の受講
も可能です。

【一日の流れ】
受付開始９：１０ ～ ９：２５
① ９：３０～１１：４５ 学習（春休みの課題中心）
②１２：００～１２：４５ 昼食（休憩）
③１３：００～１４：５０ 学習・映画会・読書等

ベビーマッサージレッスン
レッスン後は美味しいお食事とおしゃべりタイム♪
赤ちゃんとママさんの気分転換にも♡
【日時】３月19日（木）10：30～11：30
レッスン後そのままお部屋でランチタイム！
【参加費】２０００円（ランチ・ドリンク付き）
【定 員】１０名＊予約制
【持ち物】バスタオル 赤ちゃんの水分
【講師】ロイヤルセラピスト協会 ベビー

マッサージ認定講師 斉藤とも絵
【申込方法】総合案内まで

日 曜 催　　事　　名

10:00 ～ 16:00

9:00 ～ 15:00

9:00 ～ 15:00

0198-23-5321

9:00 ～ 15:00

9:00 ～ 17:00

10：00　～　12：00　開場9：30

9:00 ～ 17:00

9:00 ～ 16:30

10:00 ～ 17:00

10:00 ～ 17:00

10:00 ～ 16:30

土

日22

金

盛岡鉄道まつり2020 株式会社カラマツトレイン　盛岡店

019-622-2900

21 盛岡鉄道まつり2020 株式会社カラマツトレイン　盛岡店

019-622-2900

15
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

019-641-5151

土

日

6 みちのくクボタ早春祭

0198-23-5321

13
懐かしの映画会
「水戸黄門」（46分）
「昭和の岩手」（45分）

アルビレオ映画会金

019-656-7811

備　　　　　考

1
2020IWATEモーターサイクル
ショー

IWATEモーターサイクルフェスタ事務局日

019-681-1245

0198-23-5321

5 みちのくクボタ早春祭 株式会社みちのくクボタ

4 みちのくクボタ早春祭 株式会社みちのくクボタ

7 みうずピアノコンサート ピアノ教室　みうず

019-664-1090

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

019-641-5151

14

20

水

木

金

土

株式会社みちのくクボタ

盛岡鉄道まつり2020 株式会社カラマツトレイン　盛岡店

019-622-2900


