
 

 

 

 

 

 

６月・７月のおすすめイベント 
 

 

６月２０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、手作り品の販売やリラクゼーションなどのブ

ースが集結。キッズスペースや子供服交換会、お米が当たる抽選会等を開催します。子育て

相談・出店相談も行います。 （問）いこママまるしぇ実行委員会 ☏090-8525-0637 

 

６月２０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あなたの大切な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 

 

６月２０日（木） 9:30～16:20 生駒市役所集合解散 

環境施設見学会 可燃ごみと資源ごみの処理場をみよう 

可燃ごみと資源ごみの処理場を見に行きませんか。ごみの出し方や分別ができている人はそ

れ以上に、できていない人は正しい方法を身につけるチャンスです。山麓公園で一緒にお昼

をいただきながら交流もしましょう。 （問）エコネットいこま Email: econet@kcn.jp 

 

６月２２日（土） 12:20～16:30 南コミュニティセンターせせらぎ 

さくらんぼ市 

    個性豊かで魅力いっぱいの 23店が大集結！ハンドメイドのお店、各種ワークショップ、癒し

のブース、飲食ブースなど盛りだくさん。お子さまの気質診断ブースもあります。親子で楽

しめるイベントです。 （問）さくらんぼ市イベント Email: bebima_sakuranbo@yahoo.co.jp 

 

６月２２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  
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６月２３日（日） 11:30 開演 たけまるホール 

第 37回 邦楽邦舞名流会 

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

線、新舞踊。賛助出演は生駒市民吹奏楽団、いこままブラス。指揮は福島秀行さん。邦楽邦

舞と総勢 55名の楽団演奏を楽しみ下さい。 （問）生駒市芸能協会 堀口緑順さん ☏090-

8387-8761 

 

６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、温かい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 ☏77-7371 

 

６月２９日（土） 14:00～16:00 市民活動推進センターららポート 

第 2回わいわいナースカフェ 

看護師のつながりを作る会。悩みごと相談やこれからの働き方など情報交換をして、みんな

で楽しく過ごしましょう。 （問）キャンナス生駒 ☏090-8366-3930 

 

７月５日（金） 9：30～12:30 ケーブル生駒山上駅集合・南生駒駅解散 

いこま探訪ハイキング 生駒山のアジサイ巡り 

生駒山の西側にあるぬかた園地には 30 品種、約 2万 5千本のアジサイが植えられています。

ケーブルで山上に登りアジサイ見物の後、慈光寺、暗峠を経て南生駒駅までの行程です。慈

光寺はホトトギスの名所でもありゆっくりとした山歩きが楽しめます。解散後、希望者があ

れば菊司酒造まで案内します(約 8km）。（問）生駒市観光協会事務局(生駒市商工観光課内) 

☏0743-74-1111 内線 328 

 

７月６日（土) 9:30～11:30 図書会館 

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  

 

７月６日（土） 18:00～19:30 生駒駅前図書室  

本棚の WA 第 7話 余は如何にして講談師となりし乎 

奈良県出身の講談師、旭堂左楽さんが、初心者向けに講談や自身のこれまでの歩みについて

話します。講談の実演も実施します。 （問）生駒駅前図書室 ☏0743-73-7611 

 



 

 

７月７日（日） 17:00～20:00 ベルテラスいこま ベルステージ 

七夕アース・デーinいこま 

   「地球のために私たちができること」を考え、地球環境のために行動するきっかけづくりとす

るイベント。今年はダジックアースを新たに取り入れ、キャンドルとともに幻想的な空間を

演出する点灯イベントを行います。 （問）環境モデル都市推進課 ☏0743-74-1111 内線 376 

 

７月１０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  

 

７月１２日（金） 8:45～12:00 南生駒駅集合・解散 

いこま探訪ハイキング 忍性菩薩の遺徳をめぐる 

    鎌倉時代の名僧で生駒に眠る忍性菩薩は、生涯をかけて窮民救済に取り組みました。その祥

月命日に合わせて行う法要に参列しませんか(約 4km）。（問）生駒市観光協会事務局(生駒市

商工観光課内) ☏0743-74-1111 内線 328 

 

７月１２日（金） 10:00～10:30、 11:00～11:30 鹿ノ台ふれあいホール 

鹿ノ台えほんの会  

    親子で絵本の読み聞かせや手遊び、わらべ歌を楽しみましょう。（問）おひさまの会 川邨 

利栄さん ☏090-8383-5943 

 

７月１３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  

 

７月１３日（土） 13:00～15:00 たけまるホール 

    2019 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に、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

に開催。今回は、北朝鮮拉致被害者の蓮池薫さんに、「『夢と絆』２４年間拉致されていた事

実」をテーマに講演いただきます。 (問)人権施策課 ☏0743-74-1111 内線 656 

 

 



 

 

７月１３日（土） 14:30～16:00 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”其の 8 「豆腐でトーク」～工房我流のこだ

わり話 

豆腐工房我流店主の河本学さんによる豆腐にまつわるお話や、豆腐や豆腐を使ったスイーツ

などの試食、交流、本の紹介。 (問) 図書館南分館 ☏0743-77-0005 

 

７月１７日（水)  13:00～、16:30～ 図書会館 

鈴木智貴ウクレレワークショップ 

   本市出身のウクレレ奏者鈴木智貴さんによる 90 分のワークショップと 30 分のミニライブ。

ラブ・イズ・オーバーの曲を学びます。 (問)図書館 ☏75-5303 

 

７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～ 

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  

 

７月１８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あなたの大切な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 

 

７月１９日（金） 10:00～11:00 Kininalu(生駒市本町 2-4） 

mama サロン「心も体も健康になる子育て法」 

エンジョイ親学！お子さんだけでなく家族みんなが健康で楽しい毎日になれる「親学」。テー

マは三つ！①楽々子育て！魔法の言葉の使い方②本当の健康って何？③正しい楽しい食育

とは？ 三つの親学を学んで、明るくキレイで元気なママにグレードアップしてみません

か？親学講師がそのお手伝いをさせていただきます。（問）（一社）癒しの会.Nara Email： 

iyashinokai.nara@gmail.com 

 

７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～ 

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  

 



 

 

７月２２日（月） 9:30～11:30 ベルテラスいこま ベルステージ 

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  

 

７月２４日（水） 10:00～11:30 図書会館 

    朝活読
よ ん

得
ど く

会オープニングイベント 

    中地区で活動する「中地区健康まちづくり協議会」が図書館で、みんなで声を出して楽しむ

「朝活読得会」を始めます。いきいき百歳体操、生駒市民劇団シアター生駒の指導にる呼吸

法・発声法などもあります。楽しく健康づくりを始めませんか。 (問)図書館 ☏0743-75-

5000 

 

７月２５日（木） 9:30～12:00 南コミュニティセンターせせらぎ 

いこま水辺の学校 

環境科学博士の谷幸三さんによる川の生物調査。川に棲む生物から水の汚れ具合を調べます。

雨天時は、生き物学習会に変更します。（問）エコネットいこま Email: econet@kcn.jp 

 

７月２５日（木） 9:30～11:30 ベルテラスいこまベルステージ 

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  

 

７月２７日（土） 10:00～12:00 北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき 

第１回 はじめてのお茶会＠北分館 

茶の湯の話を聞き、お茶を味わうお茶会体験と図書館北分館の資料で茶筌を調べます。  

(問) 図書館北分館 ☏0743-71-3332 

 

７月２７日（土） 9:00～12:00 学研北生駒駅集合・解散 

いこま探訪ハイキング 北生駒の古刹長弓寺と関連する史跡巡りをし

ませんか 

    生駒市唯一の国宝建築物の長弓寺本堂や伊弉諾神社、一言主神社、天忍穂耳神社、真弓塚な 

ど北生駒地区の史跡を巡るハイキング。ボランティアガイドといっしょに楽しみませんか 

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

 



 

 

７月２７日（土） 13:00～16:30 たけまるホール 

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  

 

７月２７日（土） 10:00～14:00 ベルテラスいこま ベルステージ 

いこマママルシェ 

    育児中のママ達が集える居場所作りを目指し、手作り品の販売やリラクゼーションなどのブ

ースが集結。キッズスペースや子供服交換会、お米が当たる抽選会等を開催します。子育て

相談・出店相談も行います。 （問）いこママまるしぇ実行委員会 ☏090-8525-0637 

 

７月２８日（日） 9:30～11:30 鹿ノ台ふれあいホール 

ちょこっと囲碁体験 in 鹿ノ台図書室 

簡単なルールですぐに対戦できる初心者向け囲碁ゲームの体験（常時 10人程度が体験可能）

と図書室職員が囲碁の本を紹介します。（問）囲碁のまち生駒プロジェクト 辻内 正博さん 

☏090-9994-7671 

  

７月２８日（日） 10:00～15:00 高山竹林園 

子ども夏休みあみもの教室 

奈良県編針工業協同組合のみなさんの協力と講師の指導による「毛糸のペットボトルカバー」

を作る教室。生駒市特産品の竹製編針を使います。作品が完成した人から帰れます。（問）高

山竹林園 ☏0743-79-3344 

 


