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１０月・１１月のおすすめイベント 
 

 

１０月１７日(水) 10:00～12:00 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１７日(水) 15:00～17:00 南コミュニティセンターせせらぎ 

 ちょこっと囲碁 ～５才から大人まで、無料体験～ 

(問)囲碁のまち生駒プロジェクト 辻内正博さん ☏090-9994-7671 

 

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。子ども服無料交換

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 堅田さん ☏090-6325-3164 

 

１０月２０日(土) 10:00～15:00 ごろ 宝山寺大鳥居前出発、菊司醸造解散 

 役行者像を巡るハイキング 

観光ボランティアガイドの案内で宝山寺～観泉寺を歩き、5 か所の役行者像を巡ります。最

後は菊司醸造で試飲もします。約 6km。(問)生駒市観光協会事務局（商工観光課内） ☏0743-

74-1111 内線 328 
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１０月２０日(土) 9:30～11:30 北コミュニティセンターISTAはばたき 

 ちょこっと囲碁 ～５才から大人まで、無料体験～ 

(問)囲碁のまち生駒プロジェクト 辻内正博さん ☏090-9994-7671 

 

１０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 

(問)農林課 ☏0743-74-1111 内線 336 

 

１０月２３日(火) 10:00～13:20 カフェメリメロ（小瀬町） 

 Styling Talk ～生駒を楽しむオトナ女子会～ 

自分らしい暮らしをデザインするためのオトナ女子会を花王生活者研究センターと共同で開

催します。(問)いこまの魅力創造課 ☏0743-74-1111 内線 733 

  

１０月２５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２７日(土) 10:00～15:00 社会福祉法人いこま福祉会かざぐるま、壱分小学校グラウンド 

 第４回 いこいこまつり 

地域の子どもたちによるダンスや吹奏楽のステージ、模擬店、ものづくりワークショップな

ど。(問)いこいこまつり企画準備委員会 ☏0743-77-9900 

 

１０月２７日(土) 10:00～17:00 生駒駅周辺 

 第 41 回生駒駅前 100 円商店街 

(問)生駒商工会議所 ☏0743-74-3515 

 

１０月２７日(土) 10:00～14:30 市民活動推進センターららポート 

 ちょこっと囲碁 ～５才から大人まで、無料体験～ 

(問)囲碁のまち生駒プロジェクト 辻内正博さん ☏090-9994-7671 

 

１０月２８日(日) 13:00～16:00 ベルテラスいこまベルステージ 

 ハロウィンダンスイベント 

ハロウィンらしい衣装でダンスパフォーマンスを行います。(問)生涯学習課 ☏0743-74-

1111 内線 647 
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１０月２８日(日) 9:15～15:00 生駒市体育協会総合 S.C.体育館、グラウンド 

 第 28 回 ファミリースポーツのつどい 

ドッジボール、ソフトバレーボールの競技会と、軽スポーツ紹介（体験）コーナー（ペタン

ク、輪投げ、ストライクアウト、グラウンド・ゴルフ、ノルディックウォーキング）(問)ス

ポーツ振興課 ☏0743-74-1111 内線 664 

  

１１月３日(祝) 10:00～16:00 生駒山麓公園 

 ＩＫＯＭＡ ＳＵＮ ＦＥＳＴＡ 

地元タウン誌が厳選した生駒市内の人気グルメや雑貨のマルシェ、親子で楽しめるワークシ

ョップや生駒山の自然を活かしたアウトドア体験など、生駒の魅力を体感できる 1 日です。

(問)いこまの魅力創造課 ☏0743-74-1111 内線 733 

  

１１月３日(祝)～１２月２日(日) 図書館南分館、生駒駅前図書室 

 行基生誕 1350 年記念 南生駒に眠る菩薩～その生涯と偉業～ 

行基にまつわる図書の展示。(問)図書館南分館 ☏0743-77-0005、生駒駅前図書室 ☏0743-

73-7611 

 

１１月４日(日) 13:00～16:00 セラビーいこま調理室 

 小学生メニューコンテスト最終審査 

コンテストには２４８作品の応募があり、レシピや写真などの書類審査を経た６作品が最終

審査に進みました。どのメニューも大人顔負けの本格派。彩りや栄養バランスも抜群のメニ

ューばかりです。最終審査ではメニューを考えた小学生が実際に調理とＰＲ発表を行い、審

査委員が各賞を決定します。(問)健康課 ☏0743-75-2255 

 

１１月４日(日) 10:00～16:00 高山竹林園 

 高山こもれび市 

茶筌の里にある高山竹林園で、初のクラフト市＆マルシェを開催します。手作りの温かみや

人と人がつながる心地よさ、ていねいな暮らしなどをギュッと詰め込んだイベントです。 

(問)高山こもれび市実行委員会 芳沢さん ☏090-9569-7435 

 

１１月４日(日) 9:45～16:30 生駒山麓公園 

 ひまわりの集い 秋のイベント“バーベキュー大会 at山麓公園” 

障がいのある人とペアになってバーベキューやゲームをします。(問)ひまわりの集い 浦林

直子さん ☏0743-71-0235 
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１１月４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 

 

１１月４日(日) 10:00～14:00 たけまるホール 

 料理婚活ピザ教室 ～笑顔でご縁繋ぎ～ 

ピザを作りながら、結婚をテーマにしたゲームやトークを楽しむ婚活イベント。(問)いこま

婚育プロジェクト 林原さん ☏090-1674-7744 

 

１１月１０日(土) 10:00～11:40 たけまるホール大ホール 

 地域包括ケア推進大会 いきいき百歳体操１０００人交流会 

「いきいき百歳体操」の効果を改めて実感することで、市内全域での盛り上がりを肌で感じ

てもらい、活動者の更なるモチベーションアップにつなげるとともに、新たな開催場所の開

拓を目指します。(問)地域包括ケア推進課 ☏0743-74-1111 内線 461 

 

１１月１０日(土) 13:30～16:00 たけまるホール大ホール 

 地域包括ケア推進大会 市民フォーラム 

在宅医として西和医療圏にて活躍されている医療法人西和会西和往診クリニック理事長 尾

﨑誠重氏をお招きして看取りについての市民フォーラムを開催します。(問)地域医療課 ☏

0743-74-1111 内線 491 

 

１１月１０日(土) 14:00～15:30 生駒ふるさとミュージアム 

 ミュージアム講演会「行基とその教え －菩薩道への目覚め－」 

行基生誕 1350 年を記念して、高野山大学文学部密教学科教授の櫻木潤さんを迎えての講演

会。(問)生駒ふるさとミュージアム ☏0743-71-7751 

 

１１月１０日(土) 9:00～14:00 頃 あすか野センターバス停集合、新生駒台北口バス停解散 

 いこま再発見 よこ道あるきのすすめ 

歴史と自然にふれあいながら、ちょっと気になるスポットや横道を見つけて歩きます。 

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

 

１１月１０日(土) ①10:00～ ②11:00～ ③12:00～ 生駒山麓公園野外活動センター 

 家族でできる簡単スポーツイベント 生駒ヨガフェスタ 

(問)YOGA BASE ☏0743-75-3344 
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１１月１１日(日) 高山サイエンスタウン、北コミュニティセンターISTAはばたき、長弓寺 

 いこま魅力博 

高山サイエンスタウンフェスティバル（NAIST オープンキャンパス、フリーマーケット、体

験講座など）、学研生駒・商工まつり、いこま軽トラ市（地元特産品販売）、農業祭、国宝長

弓寺本堂拝観など、さまざまイベントが盛りだくさん。(問)商工観光課 ☏0743-74-1111 内

線 328 

 

１１月１１日(日) 10:00～16:30 図書会館 

 生駒囲碁まつり 

(問)生駒囲碁まつり運営委員会 森 襄さん ☏0743-74-3391 

 

１１月１１日(日) 9:30～12:00 図書会館 

 ちょこっと囲碁 ～５才から大人まで、無料体験～ 

簡単なルールですぐに対戦ができる、初心者向け囲碁ゲームの体験。(問)囲碁のまち生駒プ

ロジェクト 辻内正博さん ☏090-9994-7671 

 

１１月１１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 

(問)たわわ食堂 みぞぐち まさよさん ☏080-1450-2788 

 

１１月１２日(月) 13:00～15:00 生駒山麓公園 野外活動センターこもれび館 

 都市公園と障がい者福祉シンポジウム 

都市公園の新たな可能性と、障がい者就労支援の今後の展開などについて、事例紹介を通し

て意見を交わします。(問)みどり公園課 ☏0743-74-1111 内線 581 

 

１１月１２日(月) 8:30～12:00 生駒駅中央改札前集合、生駒駅解散予定 

 里山保全活用型ビジネス展開のための参考事例見学会 

自然農園「アイビィファーム」（大和郡山市）で化学肥料や農薬による環境負荷軽減に配慮し

た「環境保全型農業」の事例を見学します。(問)学研高山第 2 工区のあり方を考える生駒市

民の会 山口昭夫さん ☏090-7358-5464 

 

１１月１４日(水) 15:00～17:00 南コミュニティセンターせせらぎ 

 ちょこっと囲碁 ～５才から大人まで、無料体験～ 

簡単なルールですぐに対戦ができる、初心者向け囲碁ゲームの体験。(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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１１月１５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 

 

１１月１５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 

 

１１月１６日(金) 10:00～11:30 市民活動推進センターららポート 

 家事家計講習会 

家計簿から食べすぎ持ちすぎ使いすぎのことを考えます。(問)奈良友の会生駒方面 土手さ

ん ☏0743-74-5992 

 

１１月１６日(金) 10:00～15:00 北コミュニティセンターISTAはばたき 小ホール 

 なないろパーティー２ 

(問)なないろパーティー実行委員会 仁宮さん 山添さん ☏050-5216-2786 

 

１１月１７日(土) 9:30～12:00 北コミュニティセンターISTAはばたき 

 ちょこっと囲碁 ～５才から大人まで、無料体験～ 

簡単なルールですぐに対戦ができる、初心者向け囲碁ゲームの体験。(問)囲碁のまち生駒プ

ロジェクト 辻内正博さん ☏090-9994-7671 

 

１１月１７日(土) 9:30～15:30 生駒山上駅集合、元山上口駅解散 

 修験道を行者になりきっていっしょに歩きませんか 

役行者ゆかりの寺院が多くある生駒山系を巡ります。約 10km、健脚向け。(問)生駒市観光協

会事務局（商工観光課内） ☏0743-74-1111 内線 328 

 

１１月１７日(土) 9:00～16:30 市役所集合・解散 

 ＥＣＯ-net 講座 バスで巡る「ぐるりん生駒」 

豊かな自然と歴史と未来が融合したまち いこま」をテーマに、市内の環境施設・歴史文化史

跡をバスで巡ります。(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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１１月１８日(日) 10:00～15:00 花のまちづくりセンターふろーらむ 

 第 14 回花・緑まちづくりフェスタ inふろーらむ 

花と緑のワークショップや園芸市、みどりのカーテンコンテスト表彰式など楽しいイベント

が満載。(問)花のまちづくりセンターふろーらむ ☏0743-70-0187 

 

１１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 

(問)農林課 ☏0743-74-1111 内線 336 

 

１１月１８日(日) ①12:30～15:00 ②15:00～20:30 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～ 

(問)生駒ジュニアソフトテニスクラブ 石上さん ☏090-4762-6705 

 

１１月２０日(火) 9:00～13:30 生駒駅北口バス停出発、北田原バス停解散 

 秋のほしだ園地で星のブランコや紅葉・絶景を楽しむ 

約 8km、健脚向け。(問)生駒市観光協会事務局（商工観光課内） ☏0743-74-1111 内線 328 

 

１１月２１日(水) 13:00～16:00 生駒駅前図書室ギャラリー 

 子連れで就職面接会 

市内や奈良県内で、託児所付きなど子育てに理解のある企業 3社が参加する就職面接会。(問)

生駒市ふるさとハローワーク ☏0743-73-1105 

 

１１月２１日(水) 15:00～17:00 南コミュニティセンターせせらぎ 

 ちょこっと囲碁 ～５才から大人まで、無料体験～ 

簡単なルールですぐに対戦ができる、初心者向け囲碁ゲームの体験。(問)囲碁のまち生駒プ

ロジェクト 辻内正博さん ☏090-9994-7671 

 

１１月２４日(土) 14:00～ たけまるホール大ホール 

 齊藤清 Voilin Concert ～三重奏の楽しみ～ 〔市民みんなで創る音楽祭〕 

(問)室内楽を楽しむ会 﨑本さん ☏0743-79-1053 

 

１１月２４日(土) 13:30～ 北コミュニティセンターISTAはばたき はばたきホール 

 犯罪被害者支援チャリティーコンサート ～ぬくもり～ in 生駒 vol.６ 

生駒市と生駒警察署犯罪被害者支援連絡協議会は、犯罪被害者等支援のためのチャリティー

コンサートを開催します。(問)人権施策課 ☏0743-74-1111 内線 651 
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１１月２４日(土) 9:00～14:45 学研北生駒駅バス停前集合、JR河内磐船駅解散 

 秋のかいがけ道の紅葉を楽しむハイキング 

高山城跡、くろんど池や、八葉蓮華寺、金毘羅大権現、ゴミの木地蔵、かいがけ地蔵尊など

の石仏を巡ります。約 7km。(問)生駒市観光協会事務局（商工観光課内） ☏0743-74-1111 内

線 328 

 

１１月２４日(土) 9:00～16:30 市役所集合・解散 

 ＥＣＯ-net 講座 バスで巡る「ぐるりん生駒」 

豊かな自然と歴史と未来が融合したまち いこま」をテーマに、市内の環境施設・歴史文化史

跡をバスで巡ります。(問)ECO-net 生駒事務局（環境モデル都市推進課内） ☏0743-25-1135 

 

１１月２４日(土) 12:00～14:30 市民活動推進センターららポート 

 ちょこっと囲碁 ～５才から大人まで、無料体験～ 

簡単なルールですぐに対戦ができる、初心者向け囲碁ゲームの体験。(問)囲碁のまち生駒プ

ロジェクト 辻内正博さん ☏090-9994-7671 

 

１１月２５日(日) 11:00～11:45 たけまるホール大ホール 

 ０才から楽しめるファミリーコンサート 

乳幼児と保護者がいっしょに楽しめる吹奏楽コンサートで、未就学児も参加でき、親子でい

っしょに歌って踊れる吹奏楽の生演奏をお届けします。(問)生涯学習課 ☏0743-74-1111 内

線 646 

 

１１月２５日(日) 15:00～ たけまるホール大ホール 

 いこままブラス♪１０周年記念コンサート 

特別ゲストに織田浩司（BIG HORNS BEE(米米クラブ)、COLORS メンバー）を迎えての１０周

年記念コンサート。 (問)生駒市民吹奏楽団いこままブラス♪ 山口さん ☏090-9115-3667 

 

１１月２９日(木) 13:30～ ベルテラスいこま集合・解散 

 生駒健康ウォーキングマップ歩こう会 2018 

宝山寺を訪ねるコース。約 10人を 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。コースの途中で、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 

 


