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６月・７月のおすすめイベント 
 

 

６月２０日(水) 10:30～12:00 楽食＊宝山（門前町） 

 おむつなし育児＆自然な子育ておはなし会 vol.10 

布おむつの使い方や、赤ちゃんの排泄本能に寄り添う「おむつなし育児」の講座と相談会。

関連グッズの紹介や子どもの食べ物を選ぶ視点などの情報交換もします。(問)soh＆福笑の竹

中志野さん ☏090-4973-4319  

 

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ども服交換会等、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) 10:00～16:00 生駒駅南側本町コミュニティ広場周辺 

 駅ウラ通りのわくわく広場 

フェイスペイントや石ころお絵かき、万華鏡、樹脂ねんど、遊書などの体験ブース、キッチ

ンカーによる飲食物と雑貨の販売など。(問)駅ウラ通りわくわく広場実行委員会の町矢真美

さん ☏090-9868-6100  

 

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  

 



3 

 

６月２９日(金) 13:30～16:30 コミュニティセンター 

 リトルパイン☆シニア健康フェスティバル 

リトルパインが開く、シニア向け体操教室の体験や血管年齢・筋肉量などが測れる体力チェ

ック、ダイエット中の食事のアドバイスなど健康に関するイベント。(問)リトルパイン総合

型地域スポーツクラブ ☏090-7305-4568  

 

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  

 

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  

 

７月１日(日) 10:00～16:00 森のレストラン ラッキーガーデン（鬼取町） 

 Ha-ha！マルシェ～お話し会＆キッズクラフト～ 

保育アドバイザーによる「子育てが楽になるお話し会」と自然素材を使ったキッズクラフト。

雑貨やスイーツのマルシェも同時開催します。(問)青空保育あひるの森の窪田さん ☏0743-

85-7570  

 

７月５日(木) 11:00 出発、15:00 頃解散 生駒山上駅から石切駅へ 

 「ぬかた園地の紫陽花」と古道「辻子谷越え」を歩く 

色とりどりの紫陽花が咲く「ぬかた園地（東大阪）あじさい園」まで歩き、帰路は宝山寺参

詣道の一つ、古道「辻子谷越え」を下ります。(問)生駒市観光協会事務局（商工観光課内） 

☏0743-74-1111 内線 328  

 

７月７日(土) 18:30～20:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 エコ＆ピースキャンドルナイト inＩＫＯＭＡ 

キャンドルに火を灯し、平和や環境のたいせつさを考えるイベントです。7 月 7 日は全国で

ライトダウンが実施されるクールアース・デー。20:00～22:00 は家庭の照明を消して、穏や

かな日々を振り返ってみませんか。(問)防災安全課 ☏0743-74-1111 内線 364、環境モデル

都市推進課 ☏0743-74-1111 内線 376 
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７月７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 

子育て中のママが好きなことを生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はもちろん、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  

 

７月８日(日) 11:00～15:00 生駒山上遊園地プラザショップ 

 つなげてあそぼうプラレール広場×生駒ケーブル 100 周年 

生駒ケーブル 100 周年を記念するプレイベントとして、大人気の「つなげてあそぼうプラレ

ール広場」を生駒山上遊園地で開催します。(問)商工観光課 ☏0743-74-1111 内線 321  

 

７月８日(日) 14:00～16:00 たけまるホール大ホール 

 生駒市民吹奏楽団コンサート 2018 

昨年発足した「生駒市民吹奏楽団」のコンサート。全３チームによる合同演奏や各チームの

演奏をお楽しみください。消防職員ボランティアダンスチームとのコラボもあります。(問)

生涯学習課 ☏0743-74-1111 内線 649  

 

７月９日(月) 10:30 生駒市内各地 

 シェイクアウトいこま 

地震が起きたとき、まず自分の身を守ることがたいせつと分っていても、とっさに行動でき

ないもの。そこで、基本動作を 1 分間でやってみる「シェイクアウト訓練」を市内で一斉に

行います。また、災害が起こったときや起きそうなときに、生命にかかわる緊急性の高い情

報を市内に滞在中の人の携帯電話に一斉に配信する緊急速報メールの受信訓練も同時に行い

ます。(問)防災安全課 ☏0743-74-1111 内線 255  

 

７月１２日(木) 10:00～12:30 南生駒駅集合・解散 

 忍性菩薩の遺徳を巡る 

生涯をかけて生活に苦しむ人々を救済した、生駒に眠る鎌倉時代の名僧・忍性菩薩。その命

日にボランティアガイドが竹林寺などを案内し、遺徳をしのびます。(問)生駒市観光協会事

務局（商工観光課内） ☏0743-74-1111 内線 328  

 

７月１４日(土) 13:00～15:00 たけまるホール大ホール 

 2018 いこま You&I フェスタ・山びこ講座～差別をなくす市民集会 

7 月の差別をなくす強調月間や 6 月 23 日から 29 日までの男女共同参画週間の一環として、

人権問題を身近に感じあらゆる差別の解消に取り組むために、大阪国際大学準教授の谷口真

由美さんを講師に招き、「おばあちゃん目線で見る社会の問題～みんなハッピーに暮らすには

～」と題して講演会を開催します。(問)人権施策課 ☏0743-74-1111 内線 651  
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７月１４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”伍「蓄音機はタイムマシン?!」 

ＳＰ・ＬＰレコード愛好家で、南生駒在住の納冨勇生さんによるお話、交流、蓄音機による

なつかしの名曲（ジャズ・ポップス・歌謡曲など）鑑賞と操作体験、本の紹介。(問)図書館

南分館 ☏0743-77-0005  

 

７月１４日(土) 13:00～14:30 図書会館 

 国際交流ひろば「デティクラブ」 

外国人市民スタッフと世界のことば・あそび・ダンスなどを楽しく体験します。(問)NPO 法

人いこま国際交流協会デティクラブ ☏090-8237-2463（夜間だけ）  

 

７月１６日(祝) 10:30～15:30 北コミュニティセンターISTA はばたき 

 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ども服交換会等、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  

 

７月１９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  

 

７月２１日(土) 11:00～11:20 鳥居前駅ホーム及びその周辺 

 生駒ケーブル 100 周年キャンペーンオープニングセレモニー 

いこまこども園の皆さんが参加して、生駒ケーブル 100 周年キャンペーンの開始を宣言しま

す。(問)近畿日本鉄道㈱ 鉄道本部 企画統括部 観光・宣伝部 ☏06-6775-3689  

 

７月２２日(日) 10:00～12:00 図書会館市民ホール 

 図書館教養講座「ケーブルから見た 100 年前の生駒」 

市職員による講演「ブルーノ・タウトによる生駒山嶺小都市計画～生駒山上の歴史を紐解く

～」(問)図書館 ☏0743-75-5000  

 

７月２２日(日) 13:00～16:30 たけまるホール調理室 

 たわわ（子ども・居場所）食堂 

参加者全員で昼食を作ります。同じ釜のご飯を食べて、ホッと一息つきに来ませんか。(問)
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たわわ食堂の溝口さん ☏080-1450-2788  

 

７月２８日(土) 10:00～12:00 図書会館市民ホール 

 図書館教養講座「ケーブルから見た 100 年前の生駒」 

奈良大学文学部教授の三木理史さんによる講演「ケーブルと奈良線から見た 100 年前の生駒」 

(問)図書館 ☏0743-75-5000  

 

７月２９日(日) 9:30～16:30 コミュニティセンターほか 

 ＩＫＯＭＡサマーセミナー 

市民のみなさんが「１日限りの先生」となって、教養、子育て、スポーツ、語学、工作など

様々なジャンルの授業を体験できる「ＩＫＯＭＡサマーセミナー」。80 以上の授業に参加で

きます。(問)生涯学習課 ☏0743-74-1111 内線 647  

 

 

 

 

 

 


