
1 

 

 

 

 

 

４月・５月のおすすめイベント 
 

 

４月１８日(水) 15:00～17:00 南コミュニティセンターせせらぎ 

 ジュニア囲碁体験 

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  

 

４月２０日(金) 玉造稲荷神社～枚岡神社 

 伊勢本街道から初瀬街道を歩く（大阪・奈良編） 

観光ボランティアガイドが企画する初の大阪府・奈良県横断企画。伊勢本街道から初瀬街道

を目指します。（全 7 回の行程の 1 回目です）(問)生駒市観光協会事務局（商工観光課内）

☏0743-74-1111 内線 328  

 

４月２１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 

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  

 

４月２１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”四 まさか生駒が!? 防災事始め 

市防災安全課・消防南分署・図書館職員による本市の地震の歴史と、今日から始めるあなた

の命を守る知恵とモノのお話、交流、本の紹介。(問)図書館南分館 ☏0743-77-0005  

 

４月２１日(土) 9:30～12:00 生駒山麓公園 

 いこま・春の自然観察会 

生駒山麓公園周辺を散策し、植物や野鳥などの自然観察を楽しみます。(問)ECO-net 生駒事

務局（環境モデル都市推進課内）☏0743-25-1135  
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４月２１日(土) 14:00～ コミュニティセンター文化ホール 

 ＦＣバルセロナサッカースクール奈良校入校セレモニー 

関西初のＦＣバルセロナサッカースクール奈良校の入校セレモニーを開催します。(問)スポ

ーツ振興課 ☏0743-74-1111 内線 663  

 

４月２２日(日) 10:00～12:00 ＴＡＣ井出山スポーツパーク体育館ほか 

 パラリンピック金メダリストと講演会＆いっしょに泳ごう 

パラリンピック金メダリスト 成田真由美さんによる講演会と水泳練習会。(問) スポーツ振

興課 ☏0743-74-1111 内線 663  

 

４月２２日(日) 10:00～14:00 西畑町棚田 

 アースデー2018in なら西畑棚田菜の花まつり 

菜の花が咲く西畑町の棚田で春の 1 日を楽しみましょう。ミニとんどや地元西畑町の物産品

の販売、里山散策会も開催予定です。(問)ならコープ CSR 組織広報部 ☏0742-34-8735  

 

４月２２日(日) ①10:00、②11:00、③13:00、④14:00 生駒駅前図書室 

 生駒駅前図書室でふくろうを撮ろう ホー！ホー！ホー！ 

本物のふくろうとお気に入りの本を撮影して SNS に投稿しよう。写真は後日、館内にも掲示

します。ふくろうグッズの販売もあります。(問)生駒駅前図書室 ☏0743-73-7611  

 

４月２６日(木) 13:00～15:00 イコマド 

 商圏分析システム MieNa 無料活用セミナー 

① (公財)奈良県地域産業振興センター奈良県よろず支援拠点による創業時・事業見直し時

など、経営を考える際に必ず押さえたいポイント整理の講座、②日本統計センターによ

る MieNa の使い方講座。(問)イコマド 0743-71-6234  

 

４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  

 

４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。(問)い

こま育児ネット 清水 綾さん ikomaikujinet@gmail.com  
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４月２８日(土) 10:00～17:00 生駒駅前周辺商店 

 第 39 回生駒駅前 100 円商店街 

～おかげさまで 10 年目に入った 100 円商店街～ 

生駒駅前商店街や百貨店など各店が選び抜いた 100 円商品を用意し、一斉に販売します。新

鮮な野菜やお菓子、文房具、日用品などが並びます。「ららら♪マルシェ」も大賑わい。ぜひ、

のぞいてみてください。(問)生駒商工会議所 0743-74-3515  

 

４月２８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 

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  

 

４月２９日(祝) 11:00～ 奈良ロイヤルホテル 

 ひまわりの集い 30 周年記念式典 

主に知的なハンディキャップをもつメンバーの方たちのレクレーションを目的にサロンや外

出イベントを自主企画・運営しているボランティア・グループ「ひまわりの集い」が 30周年

を迎え記念式典を開催します。(問)ひまわりの集い himawari_tsudoi@yahoo.co.jp  

 

４月２９日(祝) 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。(問)い

こま育児ネット 清水 綾さん ikomaikujinet@gmail.com  

 

４月２９日(祝) 9:00～12:00 ころ 生駒市役所駐車場 

 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等の販売。月によって出展内容は異なります。

マイバッグの持参をお願いします。(問)農林課 ☏0743-74-1111 内線 335  

 

４月３０日(振休) 13:00～15:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 ジュニア囲碁体験 

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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５月５日(祝) ①10:30～12:00、②13:30～15:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 LEGO でつくるロボット in IKOMA 

奈良工業高等専門学校と生駒市の連携企画第一弾。教育用ロボット「LEGO Mindstorms」を使

って実際にロボットを動かし、プログラミングやロボット製作の楽しさを実感しましょう。 

(問)奈良工業高等専門学校 0743-55-6173  

 

５月１２日(土) 9:30～12:00 くろんど荘集合 

 くろんど池の野鳥観察会 

くろんど池とその周辺の林に棲息する野鳥をゆっくり歩きながら観察しましょう。

(問)ECO-net 生駒事務局（環境モデル都市推進課内）0743-25-1135  

 

５月１３日(日) 10:00～15:00 花のまちづくりセンターふろーらむ 

 第 13 回花・緑まちづくりフェスタ in ふろーらむ 

木工クラフトや寄せ植え、アレンジメント、押し花などが体験できる「花と緑と自然のワー

クショップ」や、「花と緑のクイズコーナー」、丸太切り体験や竹馬などが体験できる「子ど

ものあそびコーナー」など楽しい催しがいっぱいです。(問)花のまちづくりセンターふろー

らむ 0743-70-0187  

 

５月１８日(金)・１９日(土)・２０日(日) 10:00～17:00（20 日は 15:00 まで）芸術会館 美楽来 

 第 51 回生駒市芸協展 

洋画、日本画、書道、写真、華道、工芸、手芸、盆栽、俳画などの展示。文芸作品は編集し

た作品集を配布します。ジュニア作品展も併設。(問)生駒市芸術協会連盟事務局 宗川 茂さ

ん 0743-77-6885  

 

５月１９日(土) 18:00～19:30 生駒駅前図書室 

 本棚のＷＡ第 4話「くちびるにオカリナを」 

オカリナ奏者のデンスケさんによる初心者向けの音楽にまつわるよもやま話とオカリナの演

奏、本の紹介。(問)生駒駅前図書室 0743-73-7611  

 

５月２０日(日) 15:00～16:30 市役所大会議室 

 再生可能エネルギーから地域の新しい電力を考えます 

関西学院大学総合政策学部教授の朴勝俊さんによる「再生可能エネルギーと持続可能性」を

テーマにした講演会。(問)ECO-net 生駒事務局（環境モデル都市推進課内）0743-25-1135  
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５月２０日(日) 9:00～12:00 ころ 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等の販売。月によって出展内容は異なります。

マイバッグの持参をお願いします。(問)農林課 ☏0743-74-1111 内線 335  

 

５月２４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 

５月２４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。(問)い

こま育児ネット 清水 綾さん ikomaikujinet@gmail.com  

 

５月２６日(土) 9:30～12:00 南コミュニティセンターせせらぎ 

 いこま水辺の学校 

環境科学博士の谷幸三さんによる、川の生物調査。川に棲む生物から水の汚れ具合を調べま

す。(問)ECO-net 生駒事務局（環境モデル都市推進課内）0743-25-1135  

 

５月２７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。(問)い

こま育児ネット 清水 綾さん ikomaikujinet@gmail.com  


