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１月・２月のおすすめイベント 
 

 

１月１６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～ 

ルール説明 5分で、すぐポン抜き対戦できる。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 

 

１月１７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 堅田さん ☏090-6325-3164 

 

１月１８日(金) 13:30～16:00 萩の台駅集合・解散 

 生駒健康ウォーキングマップ歩こう会～萩の台・小平尾を歩くコース～ 

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行います。コースの途

中では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 

 

１月１９日(土) 18:00～20:30 緑ヶ丘中学校 

 リトルパイン☆冬の夜はスポーツ三昧 

3 才以上を対象とした耐久マラソンや、小学生以上が対象のバブルサッカーミニゲーム大会

やソフトバレーボール大会。(問)リトルパインスポーツクラブ ☏090-1967-9124 

 

１月１９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～ 

ルール説明 5分で、すぐポン抜き対戦できる。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 

 

１月２０日(日) 13:30～15:00 南コミュニティセンターせせらぎ小ホール 

 みなみの図書館“未在亭”六 自然派ワインの尽きない話 

日本ソムリエ協会ワインエキスパートの谷口亜希子さんによるワインにまつわるお話・交流・

本の紹介。ワインの試飲もできます。(問)図書館南分館 ☏0743-77-0005 

奈良県生駒市 平成 31年 1月 15日 
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１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 

農業振興協会の皆さんによる地元の新鮮野菜等の販売。(問)農林課 ☏0743-74-1111 内線

336 

 

１月２５日(金) 13:30～15:00 コミュニティセンター文化ホール 

 じんけんひろば講演会「心が元気になる講演会」 

声優で劇作家の佐久間レイさんをお迎えし、「絆の大切さ～いのちはひとつにつながってい

る」をテーマにした講演会を開催します。(問)人権施策課 ☏0743-74-1111 内線 651 

 

１月２５日(金)～２月２４日(日) 生駒市内参加店舗など 

 第６回生駒まちゼミ（生駒得する街のゼミナール） 

身近な知識で人生豊かに！市内の店主や店舗スタッフが講師となり、プロならではの専門的

な知識や知恵、コツなどを無料で受講生に伝える少人数制のゼミです。(問)生駒商工会議所 

☏0743-74-3515 

 

１月２６日(土) 14:00～16:00 コミュニティセンター文化ホール 

 生駒市民の新しい働き方シンポジウム 

「家族をたいせつにしながら働きたい」「子育てと仕事を両立したい」･･･働き方や仕事への

価値観は人それぞれ。自分らしい働き方を見つけて実現するにはどうすべきなのでしょうか。

実践する人たちの声から考えます。(問)男女共同参画プラザ ☏0743-75-0237 

 

１月２６日(土) 13:30～ たけまるホール大ホール           （市民みんなで創る音楽祭） 

 体が動き出す！ラテン音楽の祭典 世界的フルート奏者によるチャリティコンサート 

「魔法のフルート」と海外でも称えられる赤木りえさんを中心としたラテンバンドの演奏。

リズム体操やサルサダンサーによるステップ指導で、会場が熱いライブハウスに！小学生ブ

ラスバンドとの共演にもご期待ください。(問)Toiro の桜井さん ☏090-2540-2705 

 

１月２６日(土) 10:30～13:00 北コミュニティセンターISTA はばたき 

 たけのこふれ愛 in はばたき 

生駒市家庭教育支援チーム「たけのこ」が開く「親子で楽しくあそび＆ごはん」をテーマに

した親子向けイベント。パラバルーンなどを使った運動遊びなどを楽しみ、昼食にはみんな

で一緒に手作りのカレーライスを食べます。(問)生涯学習課 ☏0743-74-1111 内線 647 
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１月２６日(土) ①13:00～14:00、②14:15～16:15 たけまるホール 

 空き家セミナーと個別相談会 

① 空き家セミナー 市職員による「いこま空き家流通促進プラットホーム」の紹介と、（特

非）空き家コンシェルジュ代表理事の有江正太さんによる講演、②（特非）空き家コンシ

ェルジュによる空き家に関する相談会（要予約）。(問)都市計画課住宅政策室 ☏0743-

74-1111 内線 564 

 

１月２６日(土) 10:00～17:00 生駒駅前周辺商店 

 第４２回 生駒駅前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。(問)

生駒商工会議所 ☏0743-74-3515 

 

１月２６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～ 

ルール説明 5分で、すぐポン抜き対戦できる。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 

 

１月２７日(日) 13:00～ 北コミュニティセンター小ホール       （市民みんなで創る音楽祭） 

 『音楽の贈り物』 ～生駒カルテットによる弦楽四重奏～ 

生駒市在住の弦楽奏者で結成された「生駒カルテット」の演奏を、次世代を担う子どもたち

や子育てに奮闘する親御さん、年配の方々にも、幅広く世代を超えて楽しんでいただけるコ

ンサートです。(問)次世代へのギフトプロジェクトの沼間さん ☏090-1847-3735 

 

１月２７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)

たわわ食堂 みぞぐち まさよさん ☏080-1450-2788 

 

１月３１日(木) 10:00～14:00 南コミュニティセンターせせらぎ 

 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 
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２月２日(土) 10:00～12:00 北コミュニティセンターISTA はばたき 

 北分館でお茶会 ～ゆったり一服を楽しんでみませんか 

「お茶会＠北分館×茶筌のふるさと」の受講者が成果発表の場として、生駒市茶道協会の市

道を受け、来館者にお茶を振る舞います。(問)図書館北分館 ☏0743-71-3332 

 

２月４日(月) 13:00 元山上口駅出発、15:00 頃 菊司醸造解散 

 生駒の酒造めぐり（菊司醸造） 

元山上口駅から平群町の名所、古刹を巡るハイキング。菊司醸造で新酒の利き酒と酒粕の買

い物が楽しめます。(問) 生駒市観光協会事務局（商工観光課内）☏0743-74-1111 内線 328 

 

２月５日(火) 13:30～16:00 ベルテラスいこま集合・セラビーいこま解散 

 生駒健康ウォーキングマップ歩こう会 ～生駒駅南側を快適に歩くコース～ 

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 

 

２月５日(火) 10:00～12:00 生駒駅周辺 

 スクラップブッキング＆おうちパン作り 

写真をかわいく格上げするスクラップブッキングと、簡単なのにおいしくできるおうちパン

作りに挑戦します。(問)おうちパン教室 lalala kitchin 代表の山本ゆみさん ☏050-4538-

1153 

 

２月６日(水) 10:00～11:30 コミュニティセンター 

 育児サークル体験会 

育児サークルってどんなことをするの？ママ友できる？赤ちゃんだけど参加できる？当番っ

て大変？･･･など、育児サークルには参加してみたいけどなかなか勇気が出ない。そんな不安

を一挙に解消するための育児サークル体験会です。(問)いこま育児ネット ikomaikujinet@g 

mail.com 

 

２月６日(水) 9:30～12:00 南田原町池田山林おまつの宮集合 

 きのこを育てよう① 

矢田丘陵の里山で間伐材を使ったきのこの栽培を行います。この日は木を伐って原木を作り

ます。(問)いこま里山クラブ代表の後藤さん ☏070-6517-5941 
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２月８日(金) 10:00～12:30 南コミュニティセンターせせらぎ調理室 

 保温調理具（鍋帽子）でエコクッキング 

保温調理具（鍋帽子）を使い、エネルギーや時間を節約した環境にやさしい料理を楽しく作

ります。(問)奈良友の会生駒方面の土手さん ☏0743-74-5992 

 

２月８日(金) 10:00～12:00 ぴよぴよ鍼灸院 

 七草がゆを食べて無病息災を願おう 

五節句の最初の節句である人日の節句を祝います。七草がゆを食べながら旧暦や五節句を学

び、無病息災を願いましょう。(問)生駒旧暦生活を楽しむ会の日笠さん ☏090-1220-3233 

 

２月９日(土) 18:00～19:30 生駒駅前図書室 

 本棚のＷＡ第６話「珈琲 ♡
らぶ

の人々」 

生駒にゆかりのある人たちと本やさまざまなことを語りながら興味を広げるイベント「本棚

のＷＡ」。第６回は、市内でカフェスタ viviana を経営し、自家焙煎したコーヒーを提供する

築地昌仙さんによる豆の種類や焙煎、おいしいコーヒーの淹れ方やアレンジ方法など、コー

ヒーをテーマにしたトーク。(問)生駒駅前図書室 ☏0743-73-7611 

 

２月９日(土) 10:00～15:00 北コミュニティセンターISTA はばたき 

 ISTA はばたき handmademarket vol.6 

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)ハンドメ

イドマーケット代表の森田さん ☏080-1454-3321 

 

２月９日(土) 9:30～12:00 市役所正面玄関集合 

 ため池にすむ水鳥を観察しよう！ 

ため池にすむ水鳥の観察を通して環境との関わりについて学びます。(問)ECO-net 生駒事務

局（環境モデル都市推進課内） ☏0743-25-1135 

 

２月９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～ 

ルール説明 5分で、すぐポン抜き対戦できる。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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２月１０日(日) 14:00～ 南コミュニティセンターせせらぎ       （市民みんなで創る音楽祭） 

 みんなで歌おう童謡唱歌 ～ご年配の方からお子さんまでご一緒に～ 

秋から冬の童謡唱歌の名曲を男声合唱や混声合唱でお届けします。会場のみなさんと一緒に、

合唱の仕組みや和音を学びながら、2部合唱を練習し「ハモル」楽しさを体験しましょう。お

子さまに舞台に上がってもらい、いろいろな打楽器を演奏できるコーナーも！(問)NPO 地域

創造政策研究センターの塩﨑さん ☏0743-75-0092 

 

２月１２日(火) 13:30 あすか野バスセンター出発、16:00 頃 中本酒造店解散 

 生駒の酒造めぐり 中本酒造店コース 

観光ボランティアガイドと南北朝・室町期にできた磨崖仏を拝観。中本酒造店では新酒の利

き酒も楽しめます。(問)生駒市観光協会事務局（商工観光課内）☏0743-74-1111 内線 328 

 

２月１３日(水) 13:30～15:45 図書会館市民ホール 

 市民憲章のつどい 

生駒市民吹奏楽団の「いこままブラス♪」によるオープニング演奏と長年にわたり市民憲章

の実践に努めておられる方々の表彰と、活動報告を行います。(問)市民活動推進課 ☏0743-

74-1111 内線 235 

 

２月１３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～ 

ルール説明 5分で、すぐポン抜き対戦できる。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 

 

２月１６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～ 

ルール説明 5分で、すぐポン抜き対戦できる。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 

 

２月１７日(日) 14:00～16:00 コミュニティセンター文化ホール 

 「生駒市民は 300 万円で小さな○○を買いなさい」講演会 

10 万部越えのベストセラー「サラリーマンは 300 万円で小さな会社を買いなさい」の著者で

ある三戸政和さんによる講演会「生駒市民は 300 万円で小さな○○を買いなさい」。(問)商工

観光課 ☏0743-74-1111 内線 321 
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２月１７日(日) 9:45～16:00 福祉センター 

 障がいのある人と音楽などを楽しむ「ひまわり祭り」 

障がいのある人と一緒に昼食づくりや音楽レクリエーションを楽しもう。(問)ひまわりの集

いの浦林さん ☏0743-71-0235 

 

２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 

農業振興協議会の皆さんによる地元の新鮮野菜等の販売。(問)農林課 ☏0743-74-1111 内線

336 

 

２月２０日(水) 13:30 南生駒駅出発、15:50 頃 上田酒造解散 

 生駒の酒蔵めぐりと南生駒の旧跡歩き 

南生駒駅から名所・竹林寺や往馬大社を巡るハイキング。上田酒造では新酒の利き酒も楽し

めます。(問)生駒市観光協会事務局（商工観光課内）☏0743-74-1111 内線 328 

 

２月２０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～ 

ルール説明 5分で、すぐポン抜き対戦できる。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 

 

２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 堅田さん ☏090-6325-3164 

 

２月２３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～ 

ルール説明 5分で、すぐポン抜き対戦できる。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 

 

２月２４日(日) 10:00～14:30 北コミュニティセンターISTA はばたき 

 ボランティア・ＮＰＯが大集合！第１０回らら♪まつり 

生駒市で活動しているボランティア、ＮＰＯ総勢 80 団体以上が大集合！各団体の活動内容

の紹介や体験コーナー、フリーマーケットや軽食の販売もあります。(問)市民活動推進セン

ターららポート ☏0743-75-6000 
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２月２４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)

たわわ食堂 みぞぐち まさよさん ☏080-1450-2788 

 

２月２７日(水) 10:00～14:00 コミュニティセンター 

 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 

 


