
1 

 

 

 

 

 

７月・８月のおすすめイベント 
 

 

 

７月２０日(木) 10:00～16:00 市民活動推進センターららポート 

 おもちゃ病院 

こわれたおもちゃを持ってきてください。「日本おもちゃ病院協会」認定のおもちゃドクター

があなたの大切なおもちゃを修理します。不要になったおもちゃは寄附してください。私た

ちの研修や、健康な部品は他のおもちゃの修理に役立ちます。(問) 健やか交流塾 おもちゃ

病院 生駒病院 かたださん 090-6325-3164 

 

７月２３日(日) ①10:00～12:00、②13:00～15:00 生駒駅前図書室 

 スズムシを育てよう！ ～ペットボトルで虫カゴ作り～ 

観察用の虫カゴをつくり、スズムシの幼虫を入れます。(問) 生駒駅前図書室 0743-73-

7611 

 

７月２３日(日) 午前の部 11:00～、午後の部 15:00～ 北コミュニティセンターISTAはばたき 

 サマーファミリーステージ 2017 ～輝こう！仲間と共に～ 

普段小さな子連れでは観に行くことが難しい様々なジャンルのプロのパフォーマンスを子ど

もたちと一緒に間近で観たい！初心者でも素敵な照明を浴びてステージに立ってみたい！そ

んなママ達の欲張りな夢を、この夏 CCFが叶えちゃいます！(問) 子どもミュージカル CLAP 

CLAP FANTASY clapfantasy@yahoo.co.jp  

 

７月２９日(土) 18:30～20:15 生駒山麓公園せせらぎの広場周辺 

 セミの羽化をみてみよう！ 

いこま里山クラブの皆さんといっしょにセミの羽化を観察します。(問) いこま里山クラブ

後藤一彦さん 090-8148-9939  

 

７月２９日(土) 10:30～12:00 北コミュニティセンターISTAはばたき 

 自由研究に役立つ！北分館・夏の昆虫教室 

橿原市昆虫館の松村忠志さんによる昆虫についてのおはなしや、昆虫クイズ、昆虫とのふれ

あいなど。(問) 図書館北分館 0743-71-3332 

奈良県生駒市 平成 29年 7月 18日 

【記者会見資料】 
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７月３０日(日) 9:30～15:50 生駒市コミュニティセンターほか 

 ＩＫＯＭＡサマーセミナー 

「だれでも先生」「だれでも生徒」を合言葉に、市民のかた同士が楽しい学びのプログラムを

提供しあう、一日限りの「街の学校」を開講します。(問) 生涯学習課 0743-74-1111内線

647 

 

７月３０日(日) 15:00～17:00 市民活動推進センターららポート 

 ららゼミ ジモト塾 第 4回 

ジモトを知れば、いいコトがある。あなたとジモトをつなぐ「ジモト塾」。全 10 回の無料講

座。第 4回は「自分も社会もワクワクする仕事をつくる 〜デザインプロデュースで変わる働

き方〜」。(問) 市民活動推進センターららポート 0743-75-6000 

 

７月３１日(月) 14:00～15:30 生駒市テレワーク＆インキュベーションセンターイコマド 

 生駒市産学官連携プロジェクト 連携講座 第１回 

帝塚山大学経済学部講師 荒木大惠さんによる「商店街・参道の活性化について考える」(問) 

経済振興課 0743-74-1111内線 326 

 

８月２日(水)～４日(金) 10:00～15:00 生駒ふるさとミュージアム 

 夏休み子ども学芸員プロジェクト 今年も始動！ 

土器づくりや拓本、ミニかかしづくり、草履編み体験などを通して、博物館で働く学芸員の

仕事を楽しく勉強しましょう。(問) 生駒ふるさとミュージアム 0743-71-7751 

 

８月２日(水) 9:00～12:00 きたやまスポーツ公園 

 日本最大のトンボ！オニヤンマを探そう 

別院川周辺に住むトンボの観察会。(問) ECO-net生駒（環境モデル推進課内） 0743-25-

1135  

 

８月５日(土) 16:00～21:00 生駒市体育協会滝寺 S.C.グラウンド、生駒駅前 

 第 16回いこまどんどこまつり 

アマチュアパフォーマーのステージ、園児の「ふれあい♪ＯＮＤＯ」、模擬店など。(問) 市

民活動推進課 0743-74-1111内線 236 
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８月５日(土) ①10:00～11:30、②13:00～14:30 高山サイエンスプラザ 

 夏休み科学実験教室 

空気砲や室内用たこなどを使って、空気の動きをいっしょに調べてみましょう。(問) 奈良先

端科学技術大学院大学支援財団 0743-72-5815 

 

８月９日(水) 10:00～11:00 鹿ノ台ふれあいホール 

 夏休み図書室子ども講座「天然サイダーをつくろう」 

一般社団法人農山漁村文化協会の野村収平さんによる松の葉などを使った天然サイダーの作

り方講座。(問) 鹿ノ台ふれあいホール図書室 0743-78-9973 

 

８月１０日(木) 10:00～11:30 生駒市テレワーク＆インキュベーションセンターイコマド 

 社長のしごとを考えよう「こども社長」 

「社長」という仕事を考えるワークショップ。自分の適性や好きなことを生かした仕事を考

えてみよう。(問) イコマド 0743-71-6234 

 

８月１０日(木) ①11:00～、②13:30～、③15:00～ 図書会館 

 食品サンプルを作ろう！ 

日本特有の文化で世界に誇る技術の一つ、食品サンプルを作る体験。てんぷらとおにぎりの

キーホルダーを作る予定です。(問) 図書会館 0743-75-5303 

 

８月１１日(祝) 18:30～20:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 ＰＥＡＣＥ ＣＡＮＤＬＥ ＮＩＧＨＴ in Iｋｏｍａ 

市内幼稚園・保育園の子どもたちが平和をテーマに描いたキャンドルホルダー約 2,500 個が

地上絵になってベルステージ一面を飾ります。(問) 防災安全課 0743-74-1111内線 364 

 

８月１１日(祝) 9:30～15:00 生駒山麓公園 

 夏休みに森で遊ぼう！自然観察とクラフトづくり 

いこま里山クラブによる、午前は生駒山麓公園の自然観察と、午後は竹や木を使ったクラフ

トづくり。(問) いこま里山クラブ 後藤一彦さん 090-8148-9939  

 

８月１２日(土)、１３日(日) 10:00～15:00 花のまちづくりセンターふろーらむ 

 ハンディキャップを持つ子どもの為のワークショップ 

夏休み子ども工作教室「お花畑の首ふり動物」を作ろう。8/15～8/27ふろーらむロビーにて

作品展も行います。(問) アトリエくじらのクー 大坂一成さん 0743-20-5987  
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８月１２日(土)、１９日(土) 9:00～12:00 北コミュニティセンターISTAはばたき 

 ジュニア囲碁体験 －はじめてでも。親子でも。５才から－ 

ルール説明５分で、すぐポン抜き対戦できます。親子参加、途中参加もＯＫ。特訓や対局も

無料でできます。(問) 囲碁のまち生駒プロジェクト 辻内正博さん 090-9994-7671  

 

８月１５日(火)～３１日(木) 9:00～17:00 北コミュニティセンターISTAはばたき 

 ミツバチが森をつくる不思議展 

「ミツバチと森をつくる会」ビーフォレスト・クラブによるミツバチと森に関する不思議展。

Ｑ＆Ａで分かるパネルやスズメバチの巣・ミツバチ巣箱の展示、動画の上映。(問) 北コミュ

ニティセンターISTAはばたき 0743-71-3331 

 

８月１７日(木) 10:00～16:00 市民活動推進センターららポート 

 おもちゃ病院 

こわれたおもちゃを持ってきてください。「日本おもちゃ病院協会」認定のおもちゃドクター

があなたの大切なおもちゃを修理します。不要になったおもちゃは寄附してください。私た

ちの研修や、健康な部品は他のおもちゃの修理に役立ちます。(問) 健やか交流塾 おもちゃ

病院 生駒病院 かたださん 090-6325-3164 

 

８月１８日(金) 13:00 ～ ２０日(日) 12:00 生駒山麓公園野外活動センター 

 ユニバーサルキャンプ in生駒 

性別・世代・障がいの有無・国籍などあらゆる枠を超えた人々と交流し、他人への思いやり

を学びませんか。クッキングコンテスト、キャンプファイヤーなど、内容盛りだくさんの 2

泊 3日のキャンプです。(問) 生駒山麓公園 0743-73-8880 

 

８月１９日(土) 10:00～12:00 北コミュニティセンターISTAはばたき 

 お茶会＠北分館×茶筌のふるさと 第 1回 

茶の湯の話を聞き、お茶を味わうお茶会体験と、図書館北分館の資料で茶筌や竹林を調べま

す。(問) 図書館北分館 0743-71-3332 

 

８月１９日(土) 10:00～12:00 花のまちづくりセンターふろーらむ 

 「親子教室」 ～おじぎ草を育てて観察しよう！～ 

植木鉢におじぎ草を植えて、金魚の折り紙やビーズの飾りを付けます。朝と夜のおじぎ草の

様子の変化を観察しながら育ててみませんか。(問) いこまグリーンフレンド 0743-77-

6610 
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８月２０日(日) 10:00～12:00 北コミュニティセンターISTAはばたき 

 セミナー「ミツバチが森をつくる不思議」 

日本ミツバチと森の関係から、本来の自然環境の捉え方を再認識し、私たちの生活環境を考

えます。(問) 北コミュニティセンターISTAはばたき 0743-71-3331 

 

８月２０日(日) 14:00～15:30 北コミュニティセンターISTAはばたき 

 ワークショップ「大和ミツバチの巣箱作り体験」 

森に置くミツバチの巣箱を製作。一組で一箱を作り、製作者の名札を巣箱に貼りビーフォレ

スト・クラブへ寄贈後、大和ミツバチが棲む森に設置します。(問) 北コミュニティセンター

ISTAはばたき 0743-71-3331 

 

８月２０日(日) 15:00～17:00 市民活動推進センターららぽーと 

 ららゼミ ジモト塾 第 5回 

ジモトを知れば、いいコトがある。あなたとジモトをつなぐ「ジモト塾」。全 10 回の無料講

座。第 5回は「プロボノ入門 仕事の経験・スキルを活かす、新しい社会との関わり方」。(問) 

市民活動推進センターららポート 0743-75-6000 

 

８月２２日(火) ①10:00～12:00、②13:00～15:00、③16:00～18:00 

 生駒市テレワーク＆インキュベーションセンターイコマド 

 みんなの力で謎を解け「デジタル小学生」 

ＩＣＴ機器を活用して、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方「テレワーク」を脱出ゲー

ムで体験。みんなの力で謎を解いて、密室から脱出を目指そう。テレワークロボも登場しま

す。(問) イコマド 0743-71-6234 

 

８月２３日(水) 10:00～14:00 生駒市滝寺公園プール前から徒歩 5分の雑木林の中 

 子どもがつくるお祭りわいわいまつり 

自然豊かな生駒山で、小学生が企画・運営して行うお祭りです。輪投げ、射的などのお店や、

食べ物のお店もあります。(問) ＮＰＯ法人いこま山の子会 090-5137-6914  

 

８月２５日(金) ①10:00～11:30、②14:00～15:30 鹿ノ台ふれあいホール 

 アイデア貯金箱を作ろう！ 

図書室の本を見ながら、図書室職員といっしょに貯金箱を作ります。(問) 鹿ノ台ふれあいホ

ール図書室 0743-78-9973 
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８月２６日(土) 10:00～12:00 翠華園（高山町） 

 お茶会＠北分館×茶筌のふるさと 第 2回 

親子で茶筌の制作体験。(問) 図書館北分館 0743-71-3332 

 

８月２６日(土) 10:00～ 花のまちづくりセンターふろーらむ 

 ふろーらむ「親子でりんご収穫」体験 

ふろーらむの「つがる」の木になったりんごの収穫体験。 (問) 花のまちづくりセンターふ

ろーらむ 0743-70-0187 

 

８月２８日(月) ①14:00～15:30、②16:00～17:30 

生駒市テレワーク＆インキュベーションセンターイコマド 

 生駒市産学官連携プロジェクト 連携講座 第２回 

帝塚山大学経済学部教授の菅万希子さんによる「『サイレントニーズ』などの書籍を輪読後、

参加者相互でのブラッシュアップ」(問) 経済振興課 0743-74-1111内線 326 

 

 

  

 

 

 

 


