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イベントスケジュール 2022. １１. １  現在

パブリックスペース
11月10日（木）～17日（木）
初日 14：30～／最終日 ～14：00

小学生の税に関する習字展 気仙地区租税教育推進協議会

※感染症予防対策にご理解ご協力をお願いいたします。※感染症予防対策にご理解ご協力をお願いいたします。

10月28日（金）～11月 1日（火）

パブリックスペース 11月 3日（木）12：00～15：00パートナーシップ制度について考えよう 陸前高田LGBTQ+を考える会

補聴器巡回相談会 株式会社岩手リオン補聴器センター パブリックスペース 11月 4日（金）10：00～13：00

令和４年度岩手県大船渡保健所
「健康づくりキャンペーン

岩手県大船渡保健所 パブリックスペース 11月 8日（火）10：00～12：00

ふるさとが好きになる講座シリース３
「すごいぞ！ふるさと 日本遺産みちのくGOLD浪漫！」

陸前高田市立図書館 パブリックスペース 11月13日（日）13：30～15：00

いわての世界遺産パネル展 岩手県文化スポーツ部文化推進課 パブリックスペース

巡回補聴器相談 株式会社愛ネット補聴器 パブリックスペース 11月 2日（水）10：00～12：00

パープルリボン啓発活動
いわて男女共同参画サポーターの会
気仙ブロック

パブリックスペース
マイヤ高田店前

11月13日（日）11：00～11：30

きものリフォーム きものリフォーム縫～ぼ パブリックスペース
11月 5日（土）～ 6日（日）
 9：00～19：00

高級食パン専門店この後どうする？食パン販売 正面入口前駐車場
11月 1日・15日・22日（火）
11：30～16：00（無くなり次第終了）

まちゼミ　「書く」を愉しむ。
筆ペンやガラスペンを使ってみよう！

伊東文具店 パブリックスペース 11月 7日（月）11：00～12：00

※ イベントや掲載内容など予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。最新の情報は、店頭掲示板または当店ホームページでご確認ください。
※ 係員が催事の様子を撮影し、施設利用紹介資料として利用（ホームページへの掲載等）する場合がございます。撮影に支障のある方はご遠慮なく係員にお声掛け下さい。

パブリックスペース
11月10日･17日･24日（木）
13：00～15：00

スローショッピング 陸前高田市地域包括支援センター

おでかけきらりん おやこの広場 きらりんきっず パブリックスペース 11月 8日（火）10：00～12：00

まちゼミ
縫わずに作れる！かんたんブックカバー

伊東文具店 パブリックスペース 11月15日（火）15：00～16：00

陸前高田市交通安全ポスターコンクール
入賞作品展示

陸前高田市まちづくり推進課 パブリックスペース 11月19日（土）～12月 1日（木）

介護予防教室～タブレット講習会～ 陸前高田市福祉部福祉課 パブリックスペース 11月22日（火）13：30～15：00

蔵書点検に伴う新聞閲覧コーナー 陸前高田市立図書館 パブリックスペース
11月22日（火）～30日（水）
※11/28（月）除く　9：00～17：00

献血
日本赤十字社岩手県支部
陸前高田市地区

受付：パブリックスペース
正面入口前駐輪場

11月23日（水・祝）
10：45～12：30／14：00～16：30

陸前高田市思い出の品出張返却会
一般社団法人
三陸アーカイブ減災センター

パブリックスペース 11月25日（火）10：00～16：30

まちゼミ　不器用さんでもできる！
マチ付ギフトバッグをつくろう

伊東文具店 パブリックスペース 11月26日（土）15：00～16：00

認知症ステップアップ研修会（仮称） 陸前高田市地域包括支援センター パブリックスペース 11月29日（火）13：00～16：00

令和４年度赤い羽根共同募金
岩手県共同募金会
陸前高田市共同募金委員会

パブリックスペース付近 10月 1日（土）～12月31日（土）

ペットボトルキャップアート展 SDGs推進プラットフォーム パブリックスペース
10月14日（金）～11月14日（月）
最終日は16：00まで
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無料駐車場︓１１０台
隣接の市営駐車場（無料）
３６０台もご利用いただけます。※店舗に関するお問い合わせは、

　各店舗へ直接お問い合わせください。
〒０２９-２２０５
陸前高田市高田町字館の沖303番地1

TEL  ０１９２-５３-２１１１ 受付時間　9:00-19:00

アバッセたかた代表法人
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その腰痛なんとかしませんか？ フィットネススタジオReBorn
フィットネススタジオ
ReBorn

11月 6日･13日･20日･27日（日）
14：00～15：00



アバッセたかたフロアマップ

ＦＬＯＯＲ　ＭＡＰ

陸前高田市立図書館

車いす

オストメイト

ベビーベッド

多目的トイレ

対応しています

各店頭に《筆談ボード》
を設置しております。
お気軽にご利用下さい。

※アバッセタカタ専門店街は、全館店休日(元日）がございます。

やぎさわカフェ
営
Tel
10:00 ～ 18:00(L.O17:30)　※当分の間
0192-47-3500 月曜日 (祝日の場合は翌平日 )休

０１

かいひん食堂
営 Tel10:00 ～ 15:00　　0192-53-2111（内線 202）
０２

あべや
営
Tel
10:00 ～ 18:00
0192-55-2325

０３

伊東文具店
営
Tel
9:00 ～ 19:00
0192-53-2210

０４

三陸菓匠さいとう高田店
営
Tel
9:00 ～ 19:00　
0192-55-2186

０５

スタイル
営
Tel
9:00 ～ 19:00
0192-54-4707

０６

ニコニコキッズランド
営
Tel
9:00 ～ 19:00
0192-53-2111

０７

ＣＰサロンピネッド
営
Tel
10:00 ～ 19:00 ( 日曜日 17:00 まで )
0192-54-5411 休 月曜日 /第 1・第 3日曜日

０９

そらうみ法律事務所 陸前高田事務所
営
Tel
9:00 ～ 17:30
0192-47-3613

休 土・日・祝日
１０

菅野音楽教室
営
Tel
10:00 ～ 20:00
070-2029-8881

休 日曜日
１１

陸前高田市立図書館
開

Tel

9:00 ～ 20:00( 火～金 )
9:00 ～ 19:00( 土日祝 )
0192-54-3227

月曜日 ( 祝日の場合は翌平日 )
・年末年始・資料整理日
(7・12月を除く毎月最終水曜日)

休
０１

マイヤ高田店
営
Tel
9:30 ～ 21:00（火･日曜日 9:00 開店）
0192-55-5161

０１

ファッションセンターしまむら陸前高田店
営
Tel
10:00 ～ 19:00
0192-22-7661

０２

ドコモショップ陸前高田店
営
Tel
10:00 ～ 19:00
0120-338-360

毎月第 2水曜日休
０３

クリーニングママ号アバッセ高田店
営
Tel
10:00 ～ 19:00
0192-53-1160

０４

休 1/1・2

ツルハドラッグ高田中央店
営
Tel
9:00 ～ 22:00
0192-55-5268

なし休
０１東北労働金庫

営 8:00～21:00

ＡＴＭ１５

岩手銀行
営 9:00～21:00

ＡＴＭ０５

営 9:00～21:00
北日本銀行
ＡＴＭ０６

アバッセたかた
= 営業・開館時間営 = 定休・休館日休 = 電話番号Tel営業・開館時間のご案内

※営業時間等を変更している店舗がございます。最新情報はホームページでご確認ください。

リハビリ特化型デイサービスＲeＢorｎ
　【介護事業】月～金 8:30 ～ 17:30

 【フィットネス】(月～金)17:45～21:00  (土日) 9:00～12:00/13:00～18:00
0192-22-7917Tel営

１２

イベント等でご利用希望の方は、下記まで
お問い合わせ・お申込み下さい。
【アバッセタカタ専門店街インフォメーション】
 電話：0192-53-2111   受付時間 9:30～18:30
 FAX：0192-53-1116
 E-mail： takatasc@sound.ocn.ne.jp

パブリックスペース１６

休 毎週木曜日

櫻亭 Plus
営
Tel
[ 昼 ]11:00 ～ 14:45（L.O）　[夜 ]17:00 ～ 21:00（L.O）  
0192-22-7021 水曜日休

１３

休 火曜日

100円ショップキャンドゥ陸前高田店
営
Tel
9:00 ～ 19:00
0192-53-2139

０８ ダイニング＆バルさらり
0（L.O）営

Tel
[ 昼 ]11:30 ～ 13:30（L.O） 　[ 夜 ]19:00 ～ 23:3
0192-55-6900 休 日曜日

１４

※当分の間

※当分の間

ご予約は
3日前まで

電話
0192-22-7917

予約サイト
https://reserva.be/fitnessstudioreborn/about


