
 

 

 

 
 

８月・９月のおすすめイベント 
 

 

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） 10:00～12:00(小学生向け)、13:00～16:00(小・中学生向け)  

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～ 

初心者でも使いやすいスポンジボールを使ってソフトテニスの楽しさを知る体験会（小学

生向け）と実業団選手によるソフトテニスの講習会。 （問）生駒ジュニアソフトテニス

クラブ 石上さん ☏090-4762-6705 

 

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（夜間のみ） 

 

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２５日（日） 13:30～16:30 南コミュニティセンターせせらぎ  

本活部＠Lib×ライブ＃3.5（ナンバー3.5）「本活部体験入部（新キャラ

募集。）デー」 

生駒市在住・在学の本好きが集まって活動する本活部のイベント「本活部＠lib×ライブ」 

今回は番外編の「＃3．5」として、本活部の体験入部デーを開催。本活部と本について語

る「トークブース」、みんなで作る「リレー小説」など実施予定。 （問）図書館南分館 

☏0743-77-0005 
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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 

 

９月１日（日） 14:00～15:30 生駒ふるさとミュージアム 

「生駒山嶺小都市計画」を探る あったかもしれない生駒 

   ドイツ人建築家ブルーノ・タウトが描いた「生駒山嶺小都市計画」から、生駒山上の歴史をひ

もとく講演会。「あったかもしれない生駒」について話します。 （問）生駒ふるさとミュージ

アム ☏0743-71-7751 

 

９月１日（日） 13:00～15:30 たけまるホール 

   いこまっこチャレンジ教室 からくり人形を作ろう 

   奈良工業高等専門学校の教員と学生の皆さんによる「連理返り人形」を作る簡単な工作教室 

   （問）生涯学習課 ☏0743-74-1111（内線 647） 

 

９月６日（金） 13:30～ 菜畑駅改札前集合・解散 

生駒健康ウォーキングマップ歩こう会 2019 

     往馬大社を訪ねるコース。約 10人を 1グループで歩きます。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(約 4km)。 （問）健康課 ☏0743-75-1002 

 

９月７日（土） 10:00～15:30 元山上口駅集合・一分駅解散 

いこま探訪ハイキング 平群町の史跡巡りと生駒の歓喜の湯体験 

    平群町にあり行基が創建した古刹金
きん

勝寺
しょうじ

の拝観と竜田川流域の景勝を見学しながらのハイ

キング。歓喜の湯で足湯につかり疲れを癒します（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） 

 

 

 

 



 

 

９月８日（日） 10:00～13:00 たけまるホール 

ハロハロ☆ikoryu アルメニア day 

東ヨーロッパで数々の苦難をのり越えてきた国、アルメニア出身のゲストティーチャーと一

緒に料理を作りながらアルメニアのお話をお聞きします。「ドルマ」「ハヴォフサラダ」+デザ

ートを作ります。 (問)ＮＰＯ法人いこま国際交流協会 ☏090-8237-2463（夜間のみ） 

 

９月１３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

邨さん ☏090-8383-5943 

 

９月１３日（金） 9:00～12:00 鳥居前駅集合・生駒駅解散 

いこま探訪ハイキング 八丁門から古堤街道の隠れた石仏を探索する 

    のんびりと森林浴しながら隠れた石仏を探し、江戸時代の河内と大和を結ぶ街道で、多くの

人が往来した生駒を通る小道を散策します(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） 

 

９月１４日（土） 13:00～14:30(小学生向け)、15:00～16:00(高校生向け) 俵口町自治会館 

ハロハロ☆デティクラブ 中学生・高校生ミーティング 

中国出身のゲストティーチャーをお招きし、中国についてのお話や遊びなどを教えていただ

きます。楽しい工作もあります。高校生は学校の勉強や日本語の学習をします。 (問)ＮＰ

Ｏ法人いこま国際交流協会テディクラブ係 ☏090-8237-2463（夜間のみ） 

 

９月１４日（土）13:00～１６日（祝）12:00 生駒山麓公園  

    ユニバーサルキャンプｉｎ生駒 ２０１９ 

    年齢、性別、障がいの有無、国籍や文化の違いに関わらず、ダイバーシティ（多様性）の視

点に立ち、「みんなが一緒にいきいきと暮らせる社会とまちづくり」の実現を目指すことを目

的とした交流イベント （問）生駒山麓公園 ☏0743-73-8880 

 

９月１８日（水） 10:20～14:30 学研北生駒駅集合・解散 

いこま探訪ハイキング 国宝真弓山長弓寺の拝観と薬膳を頂く会 

    国宝真弓山長弓寺を参拝し、十一面観音を拝観。その後、薬膳を食べ萩の花を観賞し、希望

者は花のまちづくりセンターふろーらむに案内します(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） 

 

 

 



 

 

９月１９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 堅田さん ☏090-6325-3164 

 

９月１９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 

 

９月２１日（土） 18:00～19:30 生駒駅前図書室 

本棚のＷＡ 第８話 バーのある人生 

市内にあるバー「チャールストン」のバーテンダー興津拓司さんによる、簡単に作れる初心

者向けのカクテルの紹介や実演、自身のこれまでの歩みについて話します（ノンアルコール

カクテルの試飲付き）。 (問)生駒市駅前図書室 ☏0743-73-7611 

 

９月２１日（土） 9:00～15:00 鳥居前駅集合・南生駒駅解散 

いこま探訪ハイキング 恒例 慈光寺の戸閉式をいっしょに体験しませ

んか 

    生駒山上駅から生駒山頂の一等三角点を確認します。尾根道を通って久曽麻呂石を見学。そ

の後、慈光寺へ向かい、戸閉式を体験します。希望者は、菊司醸造で銘酒も堪能できます(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） 

 

９月２２日（日） 10:30～14:30 五反原の里 （集合は人権文化センター） 

おそと deたわわ食堂 

畑が、子ども達の遊び場に。体験の場になる日。お日様いっぱい浴びながら、ピザ窯で焼い

たピザを食べてたくさん笑いましょう。 (問)たわわ食堂の溝口さん ☏080-1450-2788  

 

９月２２日（日） 10:00～15:00 たけまるホール、コミュニティセンター、ベルテラスいこまベル

ステージ 

いこま環境フェスティバル２０１９ 

    楽しみながら環境を学ぶ実験パフォーマンス、もったいない食器市、かえっこバザール、地

球のふわふわ、ソーラーカー組立教室など。 （問）環境モデル都市推進課 ☏0743－74－

1111（内線 376） 

 

 

 



 

 

９月２３日（祝） 17:00～20:00 宝山寺 

生駒聖天お彼岸万燈会とさんどう祭り 

宝山寺境内や参道に心をつなぐたくさんの燈籠や蝋燭を並べ、先祖の供養と家庭の安全を

祈願する法要です。また、お彼岸の夜をゆったりと楽しめるイベントさんどう祭も同時開

催します。 （問）生駒聖天お彼岸万燈会は宝山寺 ☏0743-73-20067、さんどう祭りは生

駒聖天お彼岸万燈会さんどう祭り実行委員会の広瀬さん ☏080-3794-1005 

 

９月２５日（水） 14:00～15:30 生駒市立病院 

地域医療講演会「超高齢社会における在宅医療のあり方」 

    天理よろづ相談所病院白川分院院長日村好宏さんによる在宅医療を行う際の必要な医療・介

護サービスを選択するための話などを聞いて在宅医療への理解を深めます。 （問）地域医

療課 ☏0743-74-1111（内線 493） 

 

９月２６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 

    地域の高齢者からアドバイスをもらい、一緒に家庭料理を作り、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 

 

９月２７日（金） 9:00～12:00 生駒駅南口バス停集合・白庭台駅解散 

いこま探訪ハイキング 田原城址・最古のキリシタン墓碑発掘跡地等を

巡る 

    河内と大和を結ぶ古道の一つ「古堤街道」にある田原城址。日本最古の「田原レイマン」キ

リシタン墓碑出土地や稲葉白谷磨崖仏、日本書紀にも登場する大和の豪族長髄彦
ながすねびこ

本拠地碑を

巡ります(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） 

 

９月２８日（土） 11:00～15:00 ベルテラスいこま ベルステージ 

防災マルシェ２０１９ 

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。非常食や防災グッズの展示

販売ブースなども出店します。 （問）NPO法人市民活動サークルえん いそのさん 

☏0743-71-7701 

 

９月２９日（日） 10:00～15:00 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２０１９～ 

    生駒や地方の「イイもの」が集まる物産展。朝採れ野菜や、お抹茶が楽しめる「お茶席」、子

どもが楽しめる「積み木コーナー」もあります。 （問）生駒商工会議所 ☏0743-74-3515 
 


