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５月・６月のおすすめイベント 
 

 

５月３０日(水) 15:00 生駒駅南側バス停前の歩道 

 新デザインカラーマンホールの設置 

昨年 10月に実施した「新！マンホールふたデザイン決定総選挙」で 1位に輝いた新デザイン

カラーマンホールふたを設置します。(問) 下水道課  0743-74-1111 内線 523  

 

６月１日(金) 8:00～8:30 ベルテラスいこまベルステージ 

 近鉄生駒駅周辺「歩きたばこ等禁止区域」指定セレモニー 

6 月 1 日に生駒駅周辺を「歩きたばこ等禁止区域」に指定するのに伴い、指定セレモニーの

開催と、禁止区域で歩きたばこ及び路上喫煙を行った者を取り締まりを行います。(問) 環境

保全課  0743-74-1111 内線 351  

 

６月９日(土) 8:30～11:30 光明中学校付近  

 親子ふれあい農業体験（田植え） 

「もち米作り」の田植えから収穫までを親子で体験し、農業や自然と触れ合います。(問) 農

林課  0743-74-1111 内線 335  

 

６月９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  

 

６月１０日(日) 9:30～13:00 セラビーいこま 

 父と子仲よクッキング 

毎年、６月の食育月間に合わせて食育講座と調理実習を行う料理教室「父と子仲よクッキン

グ」は、普段、子どもと料理をする機会の少ない父親を対象に、料理の楽しさや大切さを再

確認すると共に、食育講座を通して、食習慣や生活習慣の振り返りをしてもらい、食につい

ての関心を高めるきっかけとして行っています。 

今回は、さらに「プロに学ぼう」とのテーマで、プロの料理人が先生となり「にぎり寿司」

を作ります。(問) 健康課  0743-75-2255  
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６月１３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  

 

６月１４日(木) 12:40 生駒山麓公園ふれあいセンター前出発、15:00 ころ生駒駅解散 

 生駒の古道「古堤街道」＆長福寺を巡るハイキング 

生駒市の古道「古堤街道」や 3 年かけて改修された重要文化財の長福寺本堂境内などに立ち

寄ります（約 5km）。(問)生駒市観光協会事務局（商工観光課内） 0743-74-1111 内線 328  

 

６月１５日(金) 13:30～15:30 つどい場 笑（桜ヶ丘） 

 古民家サロンコンサート＜アイルランド音楽 PooKa＞ 

エメラルドの島とも呼ばれる美しい国のダンス曲。ゆったりとした調べをさまざまな楽器を

持ち替えながら演奏します。(問)ふれあいハウスつどい場 笑 ☏0743-25-6961  

 

６月１６日(土) 9:30～16:00 図書会館 

 ウィキペディアタウン inいこま 

県内公共図書館では初となるウィキペディア・タウンを開催。ウィキペディアへの掲載は少

ないが名所旧跡が多い生駒市高山町を巡り、図書館で所蔵している郷土資料を参考文献に、

ウィキペディアの編集を行います。生駒への愛着を育み、郷土資料への興味を深めるととも

に、図書館の利用促進を図ります。 (問)図書館 0743-75-5000  

 

６月１６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  

 

６月１７日(日) 9:30～13:00 セラビーいこま 

 父と子仲よクッキング 

毎年、６月の食育月間に合わせて食育講座と調理実習を行う料理教室「父と子仲よクッキン

グ」は、普段、子どもと料理をする機会の少ない父親を対象に、料理の楽しさや大切さを再

確認すると共に、食育講座を通して、食習慣や生活習慣の振り返りをしてもらい、食につい

ての関心を高めるきっかけとして行っています。 

今回は、さらに「プロに学ぼう」とのテーマで、プロの料理人が先生となり「パン作り」を

行います。(問) 健康課  0743-75-2255  
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６月１７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 336  

 

６月１８日(月) 10:30～12:00 イコマド 

 サロネーゼカフェ テーマ「自分をブランディングしよう」 

「好き」や「得意」を生かして自宅を中心に仕事がしたいと考えている人を対象に、さまざ

まなジャンルの先輩起業家をゲストに招いたトークイベント「サロネーゼカフェ」を開催し

ます。6 回講座の第 1 回目はグラフィックデザイナーの平本久美子さんによる「セルフブラ

ンディング」講座。ブランドイメージの重要性と好印象を与える広告デザインのルールを学

びます。(問) 商工観光課  0743-74-1111 内線 321  

 

６月２０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  

 

６月２１日(木) 10:00～14:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 いこママまるしぇ 

育児中のママ達が集える居場所作りを目指し、毎月開催します。手作り品の販売やリラクゼ

ーションなど、毎月違うテーマで開催。キッズスペースや子供服交換会等、人気のコーナー

もあります。子育て相談、出店相談も当日行います。 (問)いこママまるしぇ実行委員会 ☏

090-8525-0637  

 

６月２１日(木) 10:00～15:00 市民活動推進センターららポート 

 おもちゃ病院 

日本おもちゃ病院協会認定のおもちゃドクターが、壊れたおもちゃを修理します。 (問)健や

か交流塾おもちゃ病院生駒病院の堅田さん ☏090-6325-3164  

 

６月２３日(土) 10:00～17:00 生駒駅前周辺商店 

 第 40 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  
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６月２３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  

 

６月２４日(日) 10:00～15:00 北コミュニティセンターISTA はばたき 

 いこま環境フェスティバル 

かえっこバザール、サルベージパーティ、フードドライブ、フリーマーケット、もったいな

い食器市、ソーラーカー工作教室、地元野菜や焼き芋の販売など。 (問)環境モデル都市推進

課  0743-74-1111 内線 377  

 

６月２４日(日) 11:30～16:00 ころ たけまるホール大ホール 

 第 36 回邦楽邦舞名流会 

民謡、民舞、創作舞踊、詩舞、剣舞、詩吟、日本舞踊、尺八、筝曲、銭太鼓、三味線、大正

琴。賛助出演、沖縄民謡・舞踊・生駒ウインドオーケストラ。邦楽邦舞のすべてを短時間で

楽しんでいただけます。(問)生駒市芸能協会 堀口緑順さん 090-8387-8761  

 

６月２５日(月) 10:30～12:00 イコマド 

 サロネーゼカフェ テーマ「写真を使ったワンランク上の魅せ方」 

「好き」や「得意」を生かして自宅を中心に仕事がしたいと考えている人を対象に、さまざ

まなジャンルの先輩起業家をゲストに招いたトークイベント「サロネーゼカフェ」を開催し

ます。6 回講座の第 2 回目は、グラフィック＆ＷＥＢデザイナーの中垣由梨さんが写真を使

った効果的なイメージの作り方を実例を交えて紹介。人とのつながりを仕事に生かすコツも

話します。(問) 商工観光課  0743-74-1111 内線 321  

 

６月２８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  

 

６月３０日(土) 10:00～12:00 菜畑駅集合・解散 

 往馬大社で【夏越し茅の輪くぐり】を体験 

生駒健康ウォーキングマップ№19往馬大社を訪ねるコースを歩きます（約 4km）。(問)生駒市

観光ボランティアガイドの会（生駒市観光協会内） 0743-74-1111 内線 327  
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６月３０日(土) 9:30～12:00 市役所 

 いこまち親子写真部（初回） 

いつもと違った視点で生駒を歩き、まちの魅力を発見しながら、表現の楽しさを知る「いこ

まち写真部」。地域や学年を超えた部活動に、親子で参加しませんか。 (問) いこまの魅力創

造課  0743-74-1111 内線 733  

 

 


