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９月・１０月のおすすめイベント 
 

 

９月２７日(木) 13:30～ 南生駒駅東口集合・解散 

 生駒健康ウオーキングマップ 歩こう会 2018（コース①） 

南生駒駅 ▶ 歓喜乃湯足湯 ▶ 大瀬ふれあい公園 ▶ 南生駒駅（約 3km）を、約 10 人 1 グルー

プとして 1 列で歩きます。生駒市健康づくり推進員連絡協議会の運動普及推進部員が現地指

導を実施します。コース途中で、生駒市観光ボランティアガイドの会の皆さんによる説明も

あります。(問)健康課 ☏0743-75-1002 

 

９月２７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  

 

９月２８日(金) 13:30～ コミュニティセンター文化ホール 

 高齢者交通安全推進大会 

優良運転者等の表彰式と、生駒市内の劇団鰆座による交通安全寸劇、奈良大学落語研究会に

よる交通安全落語など。(問)防災安全課 ☏0743-74-1111 内線 363 

 

９月２９日(土) 10:00～16:00 ベルテラスいこま ベルステージ 

 生駒の魅力物産展「おちやせん市」 

当日は生駒市の物産のほか、南あわじ市からも玉ねぎ等の特産品を出店頂くとともに、家族

づれにも楽しんで頂だける、子ども向けコーナー｢アイがうまれるまちなかひろば｣(積み木コ

ーナー)の設置や鷹匠イベントも開催します。午前・午後の１回ずつ入手困難なレインボーラ

ムネの限定販売も行います。 (問)生駒商工会議所 ☏0743-74-3515  

 

９月２９日(土) 10:00～16:00 ベルテラスいこま ベルステージ 

 一期一会のおもてなし ～いまこい野点～ 

 生駒市の伝統産業である茶筌で点てるお抹茶のお点前を開催します。(問)生駒商工会議所 

☏0743-74-3515  
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９月２９日(土) ①8:50 ②9:20 ③9:40 ④10:05 ⑤10:30 ⑥10:50 ⑦11:20 ⑧11:40、宝山寺駅 

 生駒ケーブル 100 周年記念撮影会ツアー 

生駒ケーブル「ブル」「ミケ」の撮影会を開催します。生駒山上遊園地でフリータイムを設け

る他、宝山寺駅の撮影終了後、希望者には駅構内の鋼索巻上場の見学を実施します。(問)近

畿日本鉄道㈱鉄道本部 企画統括部 観光・宣伝部 ☏06-6775-3689  

 

９月２９日(土) 18:00～19:30 生駒駅前図書室 

 本棚のＷＡ 第５話「ＭＹ写眞館」 

フォトグラファー佐藤麻衣さんによるお話「ＭＹ写眞館～時を切り取る、思いを込める～」。

初心者向けに写真を撮るコツや思い出を写真に現像し形として残すことのたいせつさ、自身

の活動について話します。(問)生駒駅前図書室 ☏0743-73-7611 

 

９月２９日(土) 13:00～ 図書会館市民ホール 

 いこまファミリア吹奏楽団 第 1回ハピネスコンサート 

生駒市民吹奏楽団のいこまファミリア吹奏楽団による家族みんなで楽しめるコンサート。

(問)いこまファミリア吹奏楽団の籠本さん ☏080-5307-2522 

 

９月３０日(日) 11:00～15:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 防災マルシェ ～ 学んで×遊んで×備えよう ～ 

災害に備えてどんな準備をしておけばいいのか、普段使っている生活用品の活用方法と、い

ざというときの豆知識をゲーム感覚で学べる防災ワークショップ。(問)ＮＰＯ法人 市民活動

サークルえん ☏0743-71-7701 

 

９月３０日(日) ①体験会（初心者）9:30～、②講習会 13:00～、③中学生講習会 18:00～ 

 生駒市体育協会滝寺 S.C.体育館 

 小・中学生～やろうよ！ソフトテニス～ 

ソフトテニスを通じて運動の楽しさを知る体験会。(問)生駒ジュニアソフトテニスクラブの

石上さん ☏090-4762-6705  

 

９月３０日(日) 13:00～16:00 コミュニティセンター 

 たけのこフェスタ 

市内の子どもたちや子育てに奮闘するママパパ対象に、地域の子どもや親子同士が集い、み

んなで一緒に様々な「体験」や「遊び」を楽しむ機会を提供し、子育てに関する学びや親子

の絆、子どもたちの居場所づくり、地域住民とのふれあいの場の創出などを目指します。(問)

生涯学習課 ☏0743-74-1111 内線 641 
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１０月１日(月) 10:30～12:00  イコマド 

 サロネーゼカフェ 第 4回「美容業での起業の心得」 

さまざまなジャンルの起業家をゲストに招いたトークイベント。第 4 回では、ピラティス・

ヨガ講師の三島久美子さんとネイリストの大垣弘美さんが、開業に至った経緯や開業のため

にしたこと、開業前後の生活の変化などを実体験を交えながら話します。(問)商工観光課 ☏

0743-74-1111 内線 326 

 

１０月５日(金) 17:45～19:15 生駒市役所 大会議室 

 オンリーワン研修 ～特別編～ 

市民の皆さまにも、興味のある分野を一緒に学び、地方自治体職員の考え方などを感じても

らうことで、より一層の協働によるまちづくりを目指します。テーマ「シティプロモーショ

ン」。講師は、兵庫県朝来市 総合政策課 馬袋 真紀 さん (問)人事課 ☏0743-74-1111 内

線 241 

 

１０月６日(土) 16:00～20:00、７日(日) 14:00～20:00 高山竹林園 

 第２２回 高山たけあかり 

 (問)高山竹林園 ☏0743-79-3344 

 

１０月６日(土) 17:30～20:30 予定 イタリアンレストラン「ペンギン」（鹿ノ台） 

 アマチュア・バンドライブ 

(問)Ｔｏｉｒｏの渡辺昇さん ☏090-3032-2987  

 

１０月７日(日)～１１月２５日(日) 10 月は 9:00～18:00、11 月は 9:00～17:00 

生駒ふるさとミュージアム 

 生駒ふるさとミュージアム秋季特別展 人の形 －祈りをかたどる－ 

人が文化を持つと同時期に始まったとも言われる「人の形」に対する信仰。本展示では信仰

のある人の形を生駒市の民俗事例と関連づけて解説します。(問)生駒ふるさとミュージアム 

☏0743-71-7751 

 

１０月７日(日) 9:30 市役所正面玄関出発 

 ＲＵＮ伴２０１８ 

認知症になっても安心して暮らせる地域を目指し、当事者・支援者だけでなく一般のみなさ

んなども協力し、北海道～沖縄をタスキでつなぎ認知症の啓発を行るリレー「ＲＵＮ伴」。

生駒市からは奈良市役所を目指して 3つのルートを走ります。(問)地域包括ケア推進課 ☏

0743-74-1111 内線 464 
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１０月８日(祝) 9:30～12:00  生駒山麓公園 

 秋の自然 花・果実・蝶・野鳥たちを観察しよう！ 

生駒山麓公園周辺を歩きながら、植物や野鳥などの自然を観察します。(問)ECO-net 生駒事

務局（環境モデル都市推進課内） ☏0743-25-1135 

 

１０月９日(火) 9:16 学研北生駒駅出発、14:35 庄田バス停解散 

 初秋の三国境 高山北部・京田辺を歩く 

河内、山城、大和の国境にある千鉾山へ。そして古道・天王道を行き、京田辺の古刹極楽寺・

朱智神社を経てくろんど池へと昔懐かしい初秋の里山を味わいます。(問)生駒市観光協会事

務局（商工観光課内） ☏0743-74-1111 内線 328 

 

１０月１１日(木) 11:00～15:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 プラレールひろば 

不用になったプラレールをつなげて遊びましょう。(問)いこま育児ネット 内田さん ☏090-

9110-1544 

 

１０月１２日(金)、１３日(土) 市内３９店舗 

 いまこいバル 

5 枚つづりのバルチケットを購入すると、各参加店舗が提供するバルメニューを最大 5 件ま

で楽しむことができます。また、チケットについているスタンプラリー台紙に３つのスタン

プを集めると、プレゼントをもらうこともできます。(問)生駒商工会議所 ☏0743-74-3515  

 

１０月１３日(土) 12:00～16:50 図書会館 

 生駒市立病院 医療講演会 

「前立腺がんの治療～ダ・ヴィンチ手術について～」、「『あざ』と『しみ』の治療」、「脳卒中

の予防と治療」、「がんの早期発見について」など、生駒市立病院の医師や奈良県医科大学准

教授による講演会と、血圧測定、お薬相談、栄養相談、AED 体験講習。(問)生駒市立病院 ☏

0743-72-1111 

 

１０月１３日(土) ①13:00～14:30 ②15:00～16:00 俵口町自治会館 

 ハロハロ☆デティクラブ 

(問)(特活)いこま国際交流協会 ☏090-8237-2463  
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１０月１４日(日) 11:00～15:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 プラレールひろば 

不用になったプラレールをつなげて遊びましょう。(問)いこま育児ネット 内田さん ☏090-

9110-1544 

 

１０月１４日(日) 10:30～14:30 五反原の里 

 おそとでたわわ食堂 

(問)たわわ食堂 みぞぐち まさよさん ☏080-1450-2788  

 

１０月１４日(日) 9:30～12:30  生駒市体育協会総合 S.C.テニスコート 

 リトルパイン☆みんなでテニス 

1 チーム 4 人までコートに入って相手と対戦。初心者でも参加できます。(問)リトルパイン

総合型地域スポーツクラブ ☏090-1967-9124 

 

１０月１７日(水) 10:30～12:00 ぴよぴよ鍼灸院（門前町） 

 旧暦生活に親しむ ～五節句を祝おう・重陽の節句編～ 

長寿と厄払いの菊の節句である重陽の節句を祝いましょう。(問)生駒旧暦生活を楽しむ会の

日笠さん ☏090-1220-3233 

 

１０月１８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 

手作り品や癒しのブースが多数出展し、交流や発見を楽しめるマルシェ。子ども服交換会や

キッズスペースもあります。(問)いこママまるしぇ実行委員会の佐村さん ☏090-8525-0637 

 

１０月１８日(木) 9:00～14:00 北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき 

 ハンドメイドまるしぇ はっぴーたいむ 

奈良・大阪・京都の人気ハンドメイド作家が一日限りで集合します。(問) ハンドメイドまる

しぇ はっぴーたいむ ☏0743-77-6385  

 

１０月１８日(木) 10:00～15:00 市民活動推進センターららぽーと 

 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 かたださん ☏090-6325-3164 

 

  


