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１月・２月のおすすめイベント 
 

 

１月１８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。(問) 

健やか交流塾 おもちゃ病院 生駒病院 堅田さん 090-6325-3164  

 

１月２０日(土) 14:00～ 南コミュニティセンターせせらぎ 

 Ｄｕｏ１２５ ～フィンランドの響き～ 

フィンランド縁のアーティストＤｕｏ１２５によるデュオコンサート。シベリウスなどフィ

ンランドを代表する作曲家の作品の演奏とトークが楽しめます。(問) Ｄｕｏ１２５アート

プロジェクト事務局 青木さん 090-7762-0125  

 

１月２０日(土) 18:00～19:30 生駒駅前図書室 

 名刺でつながる本棚のＷＡ『吾輩は○○である。』 

手のひらサイズの小さな自己紹介、「名刺」。本棚のＷＡ第 3 話は、グラフィックデザイナー

の平本久美子さんをゲストにお迎えして、デザインの観点から名刺でどこまで人の魅力を伝

えられるかお話いただきます。(問)生駒駅前図書室 0743-73-7611  

 

１月２０日(土) 13:30～16:30 コミュニティセンター文化ホール 

 トーク＆ライブひだまり 2017 

ひだまり・はなな・コスモールいこまの活動紹介や、障がい当事者による表現発表、ラグパ

パス・ジャグバンドによるコンサート。(問)地域活動支援センターコスモールいこま 

0743-73-0900 

 

１月２０日(土) 9:30～11:30 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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１月２１日(日) 9:00～12:00ごろ 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  

 

１月２３日(火) 10:00～12:00 コミュニティセンター文化ホール 

 若年性認知症フォーラム 

39歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断され、国内初の当事者団体「日本認知症ワーキ

ンググループ」を設立した丹野智文さんが、当事者としての思いや経験を語ります。 (問) 地

域包括ケア推進課 0743-74-1111内線 467 

 

１月２６日(金) 13:30～15:00 コミュニティセンター文化ホール 

 じんけんひろば講演会 悠以トーク＆コンサート 

男声と女声の 2 色の声を持つシンガーソングライター悠以さんによる、LGBT（性的少数者）

をテーマにした話とコンサート「自分らしく生きる」。(問) 人権施策課 0743-74-1111内

線 654 

 

１月２７日(土) 10:00～17:00 生駒駅前商店街 

 第 38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。お買い得商品が並

び、毎回多くの人でにぎわいます。ぜひ、のぞいてみてください。(問)生駒商工会議所 

0743-74-3515  

 

１月２７日(土) 12:00～14:30 市民活動推進センターららポート 

 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  

 

１月３０日(火) 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  
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２月３日(土) 10:00～12:00 北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき 

 北分館でお茶会 

「お茶会＠北分館×茶荃のふるさと」の受講者が成果発表の場として、生駒市茶道協会の指

導を受け、一般来館者にお茶（お菓子付き）を振る舞います。(問) 図書館北分館 0743-

71-3332  

 

２月３日(土) 10:00～15:00 北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき 

 ハンドメイドマーケット 

ママが好きなことを活かして活躍できる場を持つことを目指して始まった手作り市。ハンド

メイドの雑貨のほか、ワークショップや飲食ブースもあります。(問)京都・奈良の手作り作

家の団体ハンドメイドマーケット代表の森田さん 080-1454-3321  

 

２月４日(日) 12:30～ たけまるホール小ホール 

 生駒市日本中国友好協会「春節の集い」 

中国人留学生や中国からの帰国者などが参加する日中文化交流イベント。(問)生駒市日本中

国友好協会の川崎肇さん 090-3995-6246  

 

２月９日(金) 10:00～12:30 南コミュニティセンターせせらぎ 

 にこにこ子育て広場 美味しい・簡単・おやつ作り 

アーモンドフロランタンやぜんざいなど手作りおやつを作りましょう。(問)奈良友の会生駒

方面 0743-74-5992  

 

２月１０日(土) 10:00～12:00 北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき 

        10:00～12:00 南コミュニティセンターせせらぎ 

        14:00～16:00 市役所大会議室 

 生駒市議会 市民懇談会 

市民に開かれた議会、市民と対話する議会を目指す生駒市議会は、「子育て」をテーマとした

市民懇談会を開催します。グループ単位で意見交換会を行いますので、一人でも多くのご参

加を心よりお待ちしております。(問)議会事務局 0743-74-1111内線 604  

 

２月１０日(土) 14:00～ たけまるホール大ホール 

 ディキシーランド・ジャズの饗宴 with奈良北高校 

アメリカの代表的な文化「ジャズ」が発祥して約 100年。その原点であるディキシーランド・

ジャズの魅力を、マホガニーホールストンバーズバンドと奈良北高校吹奏楽部の饗宴で届け

ます。(問)Toiroの橋本さん 090-5668-9993  
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２月１１日(祝) 9:45～16:00 福祉センター 

 ひまわりまつり 

障がいのある人といっしょに食事を作ったり、音楽レクリエーションを楽しんだりしましょ

う。(問)ひまわりの集いの浦林さん 0743-71-0235  

 

２月１５日(木) 13:30～16:00 白庭台駅集合 

 生駒の酒造めぐり 中本酒造店コース 

観光ボランティアガイドと市内を巡り、酒蔵を訪ねます。(問)生駒市観光協会事務局（経済

振興課内） 0743-74-1111内線 328  

 

２月１５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。(問) 

健やか交流塾 おもちゃ病院 生駒病院 堅田さん 090-6325-3164  

 

２月１７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”参 ひと味ちがうヨーガの世界 

ヨーガ講師歴 30 年以上の赤松悦子さんによるヨーガについてのお話や体験、関連本の紹介

など。(問)図書館南分館 0743-77-0005  

 

２月１７日(土) 9:30～12:00 市役所正面玄関集合 

 ため池にすむ水鳥を観察しよう！ 

南田原町にある喜里池にバスで移動し、ため池にすむ水鳥の観察を通して環境との関わりに

ついて学びます。(問)ECO-net生駒事務局（環境モデル都市推進課内）0743-25-1135  

 

２月１７日(土) 9:30～11:30 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  

 

 

２月１８日(日) 10:30～14:00 コミュニティセンター 

 第９回らら♪まつり 

市内のボランティア・ＮＰＯ活動を、体験コーナーも交えながら楽しく紹介します。フリー
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マーケットや軽食、スタンプラリーも開催。子どもの参加も歓迎します。 (問) 市民活動推

進センターららポート 0743-75-6000 

 

２月１８日(日) 午前の部 10:00～、午後の部 13:00～ 鹿ノ台ふれあいホール 

 ふれあい音楽祭 

コーラスあり、ミュージカルありの気軽に楽しめる音楽祭。和楽器や洋楽器でいろいろなジ

ャンルの音楽を演奏します。尺初奏者の安田知博さんも出演します。(問) 鹿ノ台校区音楽祭

実行委員会の松尾さん 0743-78-0355  

 

２月１８日(日) 9:00～12:00ごろ 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  

 

２月２０日(火) 13:30～16:00 菜畑駅集合 

 生駒の酒造めぐり 上田酒造コース 

観光ボランティアガイドと市内を巡り、酒蔵を訪ねます。(問)生駒市観光協会事務局（経済

振興課内） 0743-74-1111内線 328  

 

２月２１日(水) 13:30～15:30 コミュニティセンター文化ホール 

 介護を語り合う集い～介護は突然やってくる その時あなたは？～ 

介護が必要になった時の不安をなくし、慌てず、より良い介護ができるよう、介護情報の提

供や発信を行います。第一部：講演「より良い介護を受けるための方法とは」。第二部：「ホ

ッ」と一息みんなで一緒に歌いましょう。第三部：語り合いの場。(問)生駒市介護者(家族)

の会 日野紀代子さん 0743-78-7952  

 

２月２２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  

 

２月２４日(土) 14:00～ 南コミュニティセンターせせらぎホール 

 テレマンアンサンブルによるバロック音楽コンサート 

延原武春さん指揮によるテレマン・アンサンブルによるバロック音楽コンサート。テレマン、

ヴィヴァルディなどの名曲やなじみの曲を演奏します。(問)生駒シビックプライド作成委員

会委員長の橋本亨さん 090-4766-1709  



6 

 

２月２４日(土) 12:00～14:30 市民活動推進センターららポート 

 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  

 

２月２５日(日) 9:00～17:00 市役所大会議室 

 つくって！見て！感じて！まちづくりを体感する 1日 

小学生が、建物や公園・お店などまちのパーツを作りながら、どんなまちに住みたいかを考

えます。また、バスでまちを巡り、まちづくりの秘訣をクイズ形式で学習します。(問)都市

計画課 0743-74-1111内線 566  

 

２月２６日(月) 12:00～14:00 生駒市コミュニティセンター 

 お子様の卒業式に簡単ヘアアレンジ！ 

プロが教える簡単アレンジ。幼稚園・保育園・小学校の卒業式を迎えるお子様（髪の長さミ

ディアム・ロング）がおられるママさんを対象にご自分でもできるアレンジをご紹介。(問) 

ヘアアレンジを楽しもうの会 山下智之さん 090-2106-0035  

 

２月２７日(火) 13:30～16:00 南コミュニティセンターせせらぎ集合 

 生駒の酒造めぐり 菊司醸造コース 

観光ボランティアガイドと市内を巡り、酒蔵を訪ねます。(問)生駒市観光協会事務局（経済

振興課内） 0743-74-1111内線 328  

 

 

 

  

 

 


