
 

 

 

 

 

 

７月・８月のおすすめイベント 
 

 

 

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 ☏0743-75-5303 

 

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の中野

さん ☏090-5363-0305 

 

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 辻内さん ☏090-9994-7671  
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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 ☏090-3704-9002 

 

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 

 

７月２８日(日) 13:00～16:30 たけまるホール 

 たわわ（子ども・居場所）食堂 

たわわ食堂は、ご飯を通して人と人とが楽しくつながる場所です。みんなで温かいご飯をお

腹いっぱい食べましょう。 （問）たわわ食堂の溝口さん ☏080-1450-2788  

 

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 

 

７月３１日（水） 10:00～14:30 壱分小学校 

    たけのこ ふれ愛 in 壱分小学校 

    壱分小学校図書室の一般開放に合わせ開催される、生駒市家庭教育支援チーム「たけのこ」

と壱分小学校によるコラボイベント。学校を拠点に子どもや親子同士が集い、みんなで一緒

に様々な「遊び」や「食事」を楽しむ機会を提供し、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的に実施します。 （問）生涯学習課 ☏0743-74-1111 内

線 647   



 

 

８月２日（金） 14:00～16:00 市民活動推進センターららポート 

    親子セミナー「知ってるようで知らない猫あるある」 

猫の生態や適切なフード・トイレ・育て方などについて、Q＆A方式でのトークや、地域猫活

動の話をします。猫が好きなおもちゃも手作りします。 （問）生駒市地域ねこ連絡会 ☏

090-5247-5151 

 

８月３日（土） 16:00～21:00 生駒市体育協会滝寺 S.C．グラウンド、生駒駅前会場 

    いこまどんどこまつり 

アマチュアパフォーマーのステージ、園児の「ふれあい♪ＯＮＤＯ」、模擬店など。  

（問）いこまどんどこまつり実行委員会（市民活動推進課内） ☏0743-74-1111 内線 235、

どんどこまつり生駒駅前実行委員会（生駒商工会議所内） ☏0743-74-3515  

 

８月４日（日） 13:00～16:30 高山竹林園 

    竹細工「ウサギの餅つき」を作りませんか 

竹クラフト制作者の伊藤俊夫さんによる茶筌等の端材で作品を作るクラフト教室。今回は 

「ウサギの餅つき」を制作します。 （問）高山竹林園 ☏0743-79-3344 

 

８月７日（水） 10:00～12:00、10:00～14:00 壱分小学校 

   いきいきスクール in壱分小学校 

   壱分小学校図書室の一般開放に合わせ開催される同小学校児童向けの特別課外授業イベン

ト。子どもたちが、社会で「生き抜く力」を身に付けることを目的に、「キッズ・マネー・ス

クール」「漫才教室」「クッキング体験」の３講座を小学校の教室等で実施します。 

 （問）生涯学習課 ☏0743-74-1111 内線 649 

 

８月７日（水） 9:00～12:00 くろんど池 

    くろんど池のトンボ観察会 

くろんど池に棲息するトンボの観察会。夏休みの自由研究として、子どもの参加も歓迎しま

す。 （問）エコネットいこま ☏090-3704-9002 

 

８月７日（水） 10:00～12:00 たからや（門前町） 

    旧暦生活に親しむ～五節句を祝おう・七夕の節句編～ 

今年 4回目の節句は、文月七日、七夕の節句です。今回はたからやさんで、短冊にお願い事

を書くいてお茶とお菓子をいただきながら旧暦の勉強を深めます。 （問）生駒旧暦生活を

楽しむ会 ☏090-1220-3233 

 

 



 

 

８月１０日（土） 10:00～12:30 高山竹林園 

    竹とんぼづくりと流しそうめんを体験してみませんか 

奈良県茶道具同業組合のみなさんの指導による竹とんぼづくり（1 組 1 個）と流しそうめん

体験。 （問）高山竹林園 ☏0743-79-3344 

 

８月１０日(土) 10:00～15:00 花のまちづくりセンターふろーらむ 

 ハンディキャップを持つ子どもの為のワークショップ 

揺れる木工紙粘土工作「お花畑の動物ブランコ」の造形ワークショップと作品展。  

（問）アトリエくじらのクーの大坂さん ☏0743-20-5987  

 

８月１０日(土) 18:30～20:00 ベルテラスいこま ベルステージ 

 ピース・キャンドル・ナイト inいこま 

市内幼稚園・保育園の子どもたちが平和をテーマに描いたキャンドルホルダー約 1,500 個が

地上絵になってベルステージ一面を飾ります。平和のたいせつさを考えてみませんか。 

（問）防災安全課 ☏ 0743-74-1111 内線 364 

 

８月１０日（土） 10:00～12:00 翠華園（高山町） 

お茶会＠北分館×茶筌のふるさと【第 2回 マイ茶筌をつくろう】 

伝統工芸士指導による茶筌制作体験を行います（作った茶筌はペアで 1 本持ち帰れます）。 

（問） 図書館北分館 ☏0743-71-3332 

 

８月１０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 辻内さん ☏090-9994-7671  

 

８月１１日（祝） 9:30～15:00 生駒山麓公園 

夏休みを森で遊ぼう 

「山の日」に森に入って自然を観察したり、自分だけのクラフト作品を作ってみませんか。 

（問）いこま里山クラブ 後藤さん Email：gotouya00@yahoo.co.jp  

 

８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～ 

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 辻内さん ☏090-9994-7671  

８月１５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 

 

８月１７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 辻内さん ☏090-9994-7671  

 

８月１８日（日） 10:00～15:00 花のまちづくりセンターふろーらむ 

 ハンディキャップを持つ子どもの為のワークショップ 

揺れる木工紙粘土工作「お花畑の動物ブランコ」の造形ワークショップと作品展。 

（問）アトリエくじらのクーの大坂さん ☏0743-20-5987  

 

８月１８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  

 

８月２０日（火） 10:00～12:00 北コミュニティセンターISTAはばたき 

親子体験講座販売体験編 キッズマネースクール 

親子で学ぶお金の話「お金の学校シリーズ」。「お金はありがとうの交換」をテーマに、商品

製作から販売体験までを行います。売れた時の感動やお金のたいせつさを学び、感謝の心を

育みませんか。 （問）（一社）癒しの会.Nara の中野さん ☏090-5363-0305 

 

８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～ 

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 辻内さん ☏090-9994-7671  

 

 



 

 

 

８月２２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 ☏0743-77-7371 

 

８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～ 

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 辻内さん ☏090-9994-7671  

 

８月２４日（土）・２５日（日） 10:00～14:30 たけまるホール 

 ikoryu サマースクール 

外国にルーツをもつ小・中学生や保護者を対象に日本語学習の指導や教育相談等を行います。 

（問） ＮＰＯ法人いこま国際交流協会 ☏090-8237-2463  

 

８月２５日(日) 13:00～16:30 たけまるホール 

 たわわ（子ども・居場所）食堂 

たわわ食堂は、ご飯を通して人と人とが楽しくつながる場所です。みんなで温かいご飯をお

腹いっぱい食べましょう。(問）たわわ食堂の溝口さん ☏080-1450-2788  

 

８月２７日(火) 10:00～11:30 イコマド 

 知らないと怖い？！今話題の公的年金制度の仕組み 

ファイナンシャルプランナーを招いて、公的年金の仕組み、私的年金の作り方、資金運用の

お話しをわかりやすく説明します。 （問）（一社）癒しの会.Nara Email：iyashinokai.nara@g 

mail.com 

 

８月３１日（土） 10:00～12:00 高山町周辺と高山竹林園 

お茶会＠北分館×茶筌のふるさと【第３回茶筌のふるさと『高山』を知 

ろう！】 

高山の里山巡り、8月 10日に作ったマイ茶筌でお茶を点てます。お茶を使ったドリンクレシ

ピ紹介などもあります。（問） 図書館北分館 ☏0743-71-3332 

 

 

  


