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１０月・１１月のおすすめイベント 
 

 

１０月１９日(木) 10:00～16:00 市民活動推進センターららぽーと 

 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。 (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  

 

１０月２０日(金)、２１日(土)  生駒駅周辺ほか、生駒市内飲食店 

 いまこいバル vol.7 

気になっていたあの店へ、気軽に行ける 2日間。チケット片手に「食べ歩き」「飲み歩き」「街

歩き」ができる「いまこいバル」。この日だけのバルメニューをお得に味わってみませんか。 

(問)生駒商工会議所 0743-74-3515 

 

１０月２１日(土) 10:00～12:30 図書会館 

 みんな集まれ、いこまっ子 世界で一つのおもしろ仮面 

つくろう！おどろう！みんな友だち！ 

韓国伝統舞踊の体験講座。ワークショップ形式で、仮面つくりとタルチュム（仮面の踊り）

を体験します。（問) 韓国民団奈良県生駒支部 0743-79-1420  

 

１０月２１日(土) 14:30～ 南コミュニティセンターせせらぎ 

 セネガル伝統芸能団と和楽器演奏集団独楽とのコラボ 

西アフリカ、セネガル出身のアーティスト アブドゥ・バイファルさんと仲間達＆日本の和楽

器演奏集団独楽との初コラボにより異文化の世界へ誘います。（問) ＮＰＯれんげ文化芸術

の会の小島さん 090-2705-3755  

 

１０月２１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、５才から、無料体験－ 

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。頭のよくなる

教育ツールとしても注目の囲碁。この機会に、触れてみませんか。(問) 囲碁のまち生駒プロ

ジェクト 辻内正博さん 090-9994-7671  
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１０月２１日(土) 10:00～12:00 北コミュニティセンターISTAはばたき出発 

 小説「ペンギン・ハイウェイ」舞台探訪会 

生駒育ちの小説家である森見登美彦さんの作品の舞台を探訪します。(問) 大事なことは皆

で考えよう会 吉波伸治さん 0743-84-4355  

 

１０月２５日(水) 14:00～ 鹿ノ台ふれあいホール 

 齊藤清 Violin Concert in 鹿ノ台 vol.8 三重奏の楽しみ 

齊藤清さんによる「ロマンス」「クロイッツェルソナタ」の独奏、宮田侑さんのチェロ独奏に

よる「白鳥」、ピアノ土居由枝さんとのメンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲第 1番」。（問) 室

内楽を楽しむ会事務局の﨑本さん 0743-79-1053  

 

１０月２６日(木) 11:00～15:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 つなげてあそぼうプラレール 

広いベルステージいっぱいにプラレールをつなげて電車を走らせる子育て広場です。おもち

ゃ病院も同時開院。(問) いこま育児ネット 清水 綾さん ikomaikujinet@gmal.com  

 

１０月２６日(木) 10:00～13:00 人権文化センター 

 「小平尾南(憩いの場)たわわ食堂」に来ませんか 

地域の高齢者が受け継いできた郷土料理を一緒に作り、心温まるご飯を囲みながら楽しく過

ごしませんか。(問) 人権文化センター 0743-77-7371  

 

１０月２８日(土) 10:00～17:00 生駒駅前商店街 

 第 37回生駒駅前 100円商店街 

生駒駅前周辺のお店をまるごと 100 円ショップに見立てた 100 円商店街。(問) 生駒商工会

議所 0743-74-3515  

 

１０月２８日(土) 13:00～16:00 ベルテラスいこま ベルステージ 

 いまこい野点 

礼法や作法を気にすることなく、身近にお抹茶を感じ、ベルステージからの景色をながめな

がらほっと一息つきませんか。(問) 生駒商工会議所 0743-74-3515  

 

１０月２８日(土) 10:00～12:00 北コミュニティセンターISTAはばたき出発 

 小説「ペンギン・ハイウェイ」舞台探訪会 

生駒育ちの小説家である森見登美彦さんの作品の舞台を探訪します。(問) 大事なことは皆

で考えよう会 吉波伸治さん 0743-84-4355 
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１０月２８日(土) 11:00～15:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 つなげてあそぼうプラレール 

広いベルステージいっぱいにプラレールをつなげて電車を走らせる子育て広場です。おもち

ゃ病院や木育のひろばもあります。(問) いこま育児ネット 清水 綾さん Ikomaikujinet@gma 

l.com  

 

１０月２９日(日) 10:00～15:00 花のまちづくりセンターふろーらむ 

 第 12回花・緑まちづくりフェスタ inふろーらむ 

親子で参加!!「花と緑と自然のワークショップ」など楽しい企画が盛りだくさん。13時から

はふろーらむ産りんごもプレゼント(問) 花のまちづくりセンターふろーらむ 0743-70-

0187 

 

１１月３日(祝) 10:00～16:00 生駒山麓公園 

 ＩＫＯＭＡ ＳＵＮ ＦＥＳＴＡ 

地元タウン誌が厳選した生駒市内の人気飲食店やクラフト、雑貨のマルシェ、生駒山の自然

を活かしたアウトドア体験など、親子で楽しめるコンテンツが盛りだくさん。生駒の魅力を

体感できる 1日です。(問) いこまの魅力創造課 0743-74-1111内線 733 

 

１１月３日(祝) 15:30～ 北コミュニティセンターISTAはばたき 

 歌とピアノによる～音楽夢紀行～ 

声楽グループ「フェリーチェ」によるオペラアリアと歌曲。(問) 声楽グループ「フェリーチ

ェ」の山口さん 070-5044-7698 

 

１１月３日(祝) 14:00～ 鹿ノ台ふれあいホール 

 齊藤清 Violin Concert in 鹿ノ台 vol.8 三重奏の楽しみ 

齊藤清さんによる「ロマンス」「クロイッツェルソナタ」の独奏、宮田侑さんのチェロ独奏に

よる「白鳥」、ピアノ土居由枝さんとのメンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲第 1番」。（問) 室

内楽を楽しむ会事務局の﨑本さん 0743-79-1053  

 

 

１１月４日(土) 10:00～15:00 社会福祉法人いこま福祉会かざぐるま、壱分小学校グラウンド 

 第３回いこいこまつり 

地域の子どもたちによるダンスや吹奏楽のステージ、模擬店など、活気あふれる住民参加型

のお祭り。フリーマーケットやワークショップも大人気です。(問) いこいこまつり企画準備

委員会 0743-77-9900 
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１１月５日(日) 9:30～12:00 生駒山麓公園ふれあいセンターバス停集合 

 いこま秋の自然観察会 

生駒山麓公園周辺をゆっくり歩きながら、植物や野鳥など自然観察を行います。(問) ECO-

net生駒事務局（環境モデル都市推進課内）0743-25-1135 

 

１１月５日(日) 11:00～15:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 つなげてあそぼうプラレール 

広いベルステージいっぱいにプラレールをつなげて電車を走らせる子育て広場です。おもち

ゃ病院や木育のひろばもあります。(問) いこま育児ネット 清水 綾さん ikomaikujinet@gma 

l.com  

 

１１月５日(日) 10:00～16:00 図書会館 

 生駒囲碁まつり 

生駒を愛し、囲碁を愛する人達が、今年も集います。優勝を目指して対局するも良し。ニコ

ニコ手談を楽しむも良し。(問) 生駒囲碁まつり実行委員会 宇野定宏さん 0743-74-1178 

 

１１月５日(日) 9:00～14:30 図書会館 

 ジュニア囲碁体験 －はじめてでも、５才から、無料体験－ 

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。頭のよくなる

教育ツールとしても注目の囲碁。この機会に、触れてみませんか。(問) 囲碁のまち生駒プロ

ジェクト 辻内正博さん 090-9994-7671  

 

１１月１２日(日) 9:45～16:00 生駒山麓公園野外活動センター 

 ひまわりの集い 秋のイベント バーベキュー大会 

障害のある人とペアになって、バーベキューやゲームを楽しみながら交流しましょう。(問) 

ひまわりの集い 浦林直子さん 0743-71-0235 

 

１１月１２日(日) 10:00～15:00 高山サイエンスタウン 

 高山サイエンスタウンフェスティバル 

奈良先端科学技術大学院大学のオープンキャンパスや、高山サイエンスプラザでの親子科学

教室、けいはんなプラザ・プチコンサートなど。(問) 奈良先端科学技術大学院大学総務課

0743-72-5026 、(公財)奈良先端科学技術大学院大学支援財団 0743-72-5815 

 

１１月１２日(日) 10:00～15:00 高山サイエンスプラザ 

 第 5回 学研生駒・商工まつり 

いこまの味覚・魅力、大発見！いこま魅力博の中で生駒商工会議所が開催するイベント。市
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内特産品・工業製品の展示と、市内ブランド商品の即売会を行います。(問) 生駒商工会議所 

0743-74-3515 

 

１１月１６日(木) 10:00～11:30 たけまるホール 

 にこにこ子育て広場・家事家計講習会 

教育費・住宅ローン・そして今後の自分たちの老後のこと･･･今から心配するより、今、何を

すべきか･･･、家計簿を通して向き合ってみませんか。(問) 奈良友の会生駒方面 土手さん 

0743-74-5992 

 

１１月１６日(木) 10:00～16:00 市民活動推進センターららぽーと 

 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。 (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  

 

１１月１８日(土) 13:30～15:00 南コミュニティセンターせせらぎ 

 みなみの図書館“未在亭”弐「大和・生駒に名産あり」 

前天理大学文学部教授の谷山正道さんを講師に招き、大和や生駒の名産・手仕事・ものづく

りのお話や、古文書・本の紹介から郷土奈良・生駒をひもときます。 (問)図書館南分館 

0743-77-0005  

 

１１月１８日(土)、２５日(土) 9:00～16:00 市役所集合・解散 

 ECO-net講座 バスで巡る「ぐるりん生駒」 

「豊かな自然と歴史と未来が融合したまち いこま」をテーマに、市内の環境施設・歴史文化

史跡をバスで巡ります。 (問) ECO-net生駒事務局（環境モデル推進課内）0743-25-1135 

 

１１月１８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、５才から、無料体験－ 

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。頭のよくなる

教育ツールとしても注目の囲碁。この機会に、触れてみませんか。(問) 囲碁のまち生駒プロ

ジェクト 辻内正博さん 090-9994-7671  

 

１１月１９日(日) 13:30～ ベルテラスいこま ベルステージ集合 

 生駒健康ウォーキングマップ完成イベント お披露目歩こう会 

11月 21日から配布が開始される「生駒健康ウォーキングマップ」。その完成イベントとして

「俵口～生駒山裾を辿るコース」を歩く「お披露目歩こう会」を開催します。（問) 健康課 
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0743-75-1002  

 

１１月１９日(日) 9:00～12:00 ベルテラスいこま ベルステージ 

 青空市場 

農業振興協議会の皆さんによる地元の新鮮野菜、花木の販売など。(問) 経済振興課 0743-

74-1111内線 325  

 

１１月２６日(日) 13:30～ 北コミュニティセンターISTAはばたき 

 東日本大震災チャリティコンサート 

生駒市スクールボランティアによるマリンバ・アンサンブル、真弓小学校有志によるキッズ

パーカッションアンサンブルなど。 (問)真弓小チャリティコンサート実行委員会 090-

9099-5448  

 

１１月２６日(日) 11:00～15:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 つなげてあそぼうプラレール 

広いベルステージいっぱいにプラレールをつなげて電車を走らせる子育て広場です。おもち

ゃ病院も同時開院しています。(問) いこま育児ネット 清水 綾さん ikomaikujinet@gma 

l.com  

 

１１月３０日(木) 10:00～13:00 人権文化センター 

 「小平尾南(憩いの場)たわわ食堂」に来ませんか 

地域の高齢者が受け継いできた郷土料理を一緒に作り、心温まるご飯を囲みながら楽しく過

ごしませんか。(問) 人権文化センター 0743-77-7371  

 

 


