
 

 

 

 
 

１０・１１月のおすすめイベント 
 

 

 

１０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の辻内さん ☏090-9994-7671 

 

１０月１６日（水） 10:30～13:30 Café かわせみ（本町） 

スタイリング・ウィーク -住まい手と設計者が語る人に優しいリノベーション- 

築50年の民家をリノベーションして暮らす小野恭子さんと、設計に携わった岩城由里子さんの

トークセッション。新築志向からの変化やDIY改修のポイント、木と土壁でできた家の住み心

地や「食」を大事にする暮らしについて話します。  

（問）都市計画課住宅政策室 ☏0743-74-1111（内線564） 

 

１０月１６日（水） 10:00～12:00 市役所大会議室 

2020 年度観光ボランティアガイド養成講座開催（全８回） 
  2回目以降は、10月 23日（水）・30日（木）、11月 6日（水）・13日（水）・20日（水）・27日

（水）、12月 11日（水） 

生駒市の歴史・文化・風土を全8回の講義や現地見学で学ぶ生駒市観光ボランティアガイド養    

成講座を開催します。同ガイドの会への入会希望者は必ず受講してください。入会を迷ってい

る人の参加も歓迎します。  

(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） 

 

１０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 生駒病院の堅田さん ☏090-6325-3164 

 

 

 

 

 

奈良県生駒市 令和元年10月 15日 

【記者会見資料】 



 

 

１０月１７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等、人気のコーナーもあり、お米が当たる抽選会も

開催します。子育て相談・出店相談も当日行います。 

（問）いこママまるしぇ実行委員 ☏090-8525-0637 

 

１０月１７日（木） 10:00～14:00 ベルテラスいこま ベルステージ 

みんなでつくろう駅前花だん 

いこマママルシェと協働で開催（上記参照）。生駒駅前周辺を花と緑で彩り、生駒を訪れた方々

が笑顔になるように、フラワーボランティアと一緒にビオラの花を植えます。参加者には花苗

をプレゼント。希望者には花の育て方のコツなどをアドバイスします。 

（問）みどり公園課 ☏0743-74-1111（内線585） 

 

１０月１８日（金） 10:00～13:00 自然派たんぽぽカフェ（有里町） 

スタイリング・ウィーク -友だちづくりから始める子育てシェア- 

友人や知人同士で気兼ねなく子育てを頼り合える環境づくりを進める㈱AsMama
ｱ ｽ ﾞ ﾏ ﾏ

の認定サポーターが

子育てシェアの利用方法をレクチャー。ハロウィンに向けて可愛い仮装グッズ付きの「おひるねア

ートイベント」も開催。 （問）子育て支援総合センター  ☏0743-73-5582 

 

１０月２０日（日） 10:00～15:00 滝寺公園 

ほとんど遊び学校 生駒山が学び場 あつまれ小学生 

ＮＰＯ法人いこま山の子会のうり坊クラブの活動場所である生駒山に、クリエイティブスクー

ル「アトリエe.f.t こどもあとりえ」がやってきます。「お山×アート」で創造性のスイッチ

をＯＮにしよう。 （問）ＮＰＯ法人いこま山の子会 ☏090-5137-6914  

 

１０月２０日（日） 9:00～12:00 高山竹林園研修室、ひらひら農園（高山町） 

スタイリング・ウィーク -農業を仕事に 都市近郊の営農スタイルを学ぶ- 

独自の営農スタイルで活躍中の「ひらひら農園」代表の平沢大さんから、新規就農をする人の

壁になりがちな農地・資金の確保方法などを聞きます。高山にある農場の現地見学も行いま

す。 （問）農林課 ☏0743-74-1111（内線336） 

 

１０月２０日（日） 10:00～16:30 図書会館 

第２７回生駒囲碁まつり 

市民を中心とした囲碁愛好家の親睦大会。（問） 囲碁せせらぎ会の眞弓さん ☏0743-77-7399  

 



 

 

１０月２０日（日） 10:00～14:30 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の辻内 さん ☏090-9994-7671 

 

１０月２２日（祝） 13:00～16:00 たけまるホール調理室 

スタイリング・ウィーク -ママがうれしいつくりおきレシピ- 

家事の得意な人と家事をお願いしたい人との出会いの場をインターネットで提供する㈱タスカ

ジ。タスカジアンバサダーのりんごさんによる調理実習でつくりおきのコツを学びます。一般

家庭向けの家事全般を仕事にしたい人と、それらを依頼したい人への説明会も行います。 

（問）男女共同参画プラザ ☏0743-75-0237 

 

１０月２３日（水） 12:30～16:00 南生駒駅東口出発、解散 

    南生駒の古刹
こ さ つ

にある石の文化材を巡るハイキング 

    石仏、五輪塔、十三仏板碑、名号板碑など、南生駒駅周辺の寺院や石造物を巡りながら観光ボランテ

ィアガイドの説明を聞きます(約6km）。 

(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） 

 

１０月２４日（木） 10:00～13:00 nijiiro
ﾆ  ｼ ﾞ ｲ ﾛ

＊café(真弓2丁目） 

スタイリング・ウィーク -子育てを仕事に活かし、仕事を子育てに活かす5つの方法- 

理想の「母親像」や「妻像」に縛られて、自分の夢と家庭のバランスに悩んでいませんか。講

師に尾崎えり子さんを迎え、少し立ち止まって「どんな自分でいたいか」を考え、もっと幸せ

に暮らすコツを学びます。（問）男女共同参画プラザ ☏0743-75-0237 

 

１０月２４日（木） 18:30～20:00 ゲストハウス「鹿音～kanon～」（有里町） 

スタイリング・ウィーク -住宅都市で見つけた私の働き方- 

平日でも稼働率が7割を超え、2号館もオープンした「鹿音～kanon ～」。生駒だからこそ実現

するゲストハウスのあり方や、会社勤めでは叶わなかった暮らしなどを経営者の太田奈美さん

に伺います。（問）商工観光課 ☏0743-74-1111（内線326） 

 

１０月２４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 

 



 

 

１０月２５日（金） 13:30～16:00 南生駒駅東側出口集合・解散 

生駒健康ウォーキングマップ歩こう会2019 

南生駒～むかいやま公園を巡るコースNo.22（約 4km）。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 

 

１０月２６日（土） 13:30～16:30 おかげ楼（門前町） 

スタイリング・ウィーク -マイパブリック ～あなたは、何を振る舞いますか- 

パブリックとプライベートの交差点(1階＝グランドレベル)が活性化すれば、まちはおもしろ

く豊かに、個人の能動性と自由な精神があれば、欲しい公共をつくれます。「1階づくりはま

ちづくり」をモットーに活動する㈱グランドレベルの田中元子さんと大西正紀さんをから、ま

ちの活用方法を学んだ後は「どんなパーソナル屋台を作りたいか」を考えるワークショップと 

持ち寄りパーティで交流します。（問）いこまの魅力創造課 ☏0743-74-1111（内線733） 

 

１０月２６日（土） 10:00～17:00 生駒駅前周辺商店 

第４５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。新鮮な

野菜やお菓子、文房具、日用品などが並びます。 (問)生駒商工会議所 ☏0743-74-3515 

 

１０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の辻内さん ☏090-9994-7671 

 

１０月２７日（日） 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の石上さん ☏090-4762-6705 

 

１０月２７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２９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 

 



 

 

１０月２７日(日)  15:00～17:00 市役所正面玄関前 

 ＲＵＮ伴（とも）２０１９生駒 ゴールイベント 

認知症になっても安心して暮らせる地域を目指し、当事者・支援者だけでなく一般のみなさん

なども協力し、認知症の啓発を行うリレー「ＲＵＮ伴」。奈良県内のゴール地点の本市役所でラ

ンナーを出迎えます。また、ミニ認知症カフェ、認知症相談コーナー、たけまるくんによる応

援などのゴールイベントを開催します。(問)地域包括ケア推進課 ☏0743-74-1111（内線469） 

 

１０月３０日（水） 10:30～15:30 北コミュニティセンターISTA はばたき 

Re Beauty day vol.10 

アロマやカラーセラピー、リフレクソロジー、美顔鍼など、全20メニューがそろうリラクゼー

ションイベントです。 （問）（一社）癒しの会.Naraの山澤さん ☏080-1432-8324 

 

１０月３１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。10 月 31 日はハロウィンイベントです。コスプレし

て来てください。(問)いこま育児ネット 清水綾 さん Email: ikomaikujinet@gmail.com 

 

１１月２日(土) 10:00～16:00 生駒山麓公園 

 ＩＫＯＭＡ ＳＵＮ ＦＥＳＴＡ 

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２日（土） 9:30～11:30 図書会館  12:30～14:30 鹿ノ台ふれあいホール 

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の辻内さん ☏090-9994-7671 

 

１１月２日（土） 10:00～15:00 かざぐるま、壱分小学校グラウンド 

第5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ステージ、模擬店など、活気あふれる住民参加型のお

祭り。フリーマーケットやワークショップも大人気です。 

(問)社会福祉法人いこま福祉会かざぐるま ☏0743-77-9900 

 

 

 

 



 

 

１１月３日（日） 10:00～12:00 ぴよぴよ鍼灸院（門前町） 

いいお産の日に安産のお灸をしよう！ 

安産のツボで知られる「三陰交」にお灸をする練習をします。自分で毎日お灸をすることで、

冷えやむくみをとり貧血を予防するなど体調を整え、赤ちゃんもすこやかに成長します。11・

3=いいお産の日にお灸デビューし、みんなで安産を祈願しましょう。 

（問）ぴよぴよ鍼灸院 ☏090-1220-3233 

 

１１月３日（日） 10:00～16:00 高山竹林園 

第3回高山こもれび市 

芝生広場で本格的手作り市＆マルシェ開催。竹、木、ガラス、土、布など使用のクラフトやア

クセサリー、野菜、弁当、お菓子など100店舗が集まります。 

（問）高山こもれび市実行委員会 ☏090-2289-8115 

 

１１月３日（日） 10:30～15:00 ベルテラスいこま ベルステージ（雨天時は芸術会館美楽来）  

生駒市スカウトフェスティバル 

ハンドクラフト、ロープワーク、バグ材ブリッジ、バルーンアート、割りばし鉄砲などの、ス

カウト活動の体験。（問）生駒市スカウト協議会の木本さん ☏090-9048-7361（18:30～22:00） 

 

１１月４日（休） 13:30～16:00 コミュニティセンター 

健康で美しく長生きする究極の美メソッドはどっち？あなたは足のマッ

サージ派×頭のマッサージ派 

美しく健康で長生きするための方法として、脳疲労をなくし、ストレスフリーにしてホルモン

バランスを良くする頭のマッサージや、ブラシを使った新しい体操法、又、足裏のツボと食事

によって病気をなくし、病気にならない身体作りをする方法等をレクチャーします。イスヨガ

や、ダンスパフォーマンスもあり、楽しく知識を習得できるセミナーです。 

（問）ARAI－LUNEX－ルネックスの新井さん ☏0120-876-801 

 

１１月４日(休) 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 清水 綾 さん Email: ikomaikujinet@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１１月５日（火） 9:00～12:00 学研北生駒駅出発、解散 

    北生駒の古刹
こ さ つ

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
い ざ な ぎ

神社の他、関連する一言
ひとこと

主
ぬし

神社、天
あめ

忍
のおし

穂
ほ

耳
みみ

神

社、真弓塚など北生駒地区の史跡を巡ります（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） 

 

１１月８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）おひさまの会の川邨
かわむら

さん ☏090-8383-5943 

 
１１月８日（金） 12:45～15:30 学研北生駒駅改札前集合・解散 

生駒健康ウォーキングマップ歩こう会2019 

高山サイエンス・高山の片道コース No.3（約 3.5km）。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 

 

１１月７日（木） 9:00～12:00 菜畑駅集合、一分駅解散 

傍示
ほ う じ

の辻や菜畑城址を巡るハイキング 

菜畑町にある古来の国 境
くにざかい

「傍示の辻」や菜畑城址を巡るハイキング(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） 

 
１１月９日（土） 13:00～14:30 15:00～16:00  俵口町自治会館 

ハロハロ☆デティクラブ 

   【幼児・小学生向け】外国人市民スタッフと世界のことばや遊び、ダンスなどを楽しく学習しま

す。【中学生・高校生向け】学校の勉強や日本語の学習をします。 

（問）NPO法人いこま国際交流協会 ☏090-8237-2463（18時～20時） 

 

１１月９日（土） 10:00～15:00 滝寺公園他 

ほとんど遊び学校 生駒山が学び場 あつまれ小学生 

NPO 法人いこま山の子会の小学生対象「うり坊クラブ」の活動場所を散策しながら昼間の生き

物や植物を見つけましょう。昼食後、ららポートで事前にしかけたセンサーカメラに写った夜

の生き物の映像を見ます。みんなで「お山の住人、生き物探し」をしましょう。 

（問）ＮＰＯ法人いこま山の子会 ☏090-5137-6914  

 

 

 



 

 

１１月１０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、消防署北分署 

  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、農業祭、国宝長弓寺本堂拝観、秋の火災予防運動ふれ

あいフェスタなど、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１０日（日） 9:00～14:00 南田原町池田山林 おまつの宮 

森で遊ぼう「ぼうけんの森づくり」 

矢田丘陵の里山で、地形や自然を利用した遊びや、間伐材を使って秘密基地やベンチづくり

等を自由に楽しみます。（問）いこま里山クラブの後藤さん ☏070-6517-5941 

 
１１月１０日（日） 9:30～12:00 生駒山麓公園ふれあいセンターバス停前集合 

いこま秋の自然観察会～この実 何の実 きになる実 

生駒山麓公園周辺を散策し、植物や野鳥などの自然観察を楽しみましょう。 

（問）エコネットいこまの寺内さん ☏090-3704-9002（平日10時から16時まで） 

 

１１月１０日（日） 午前の部11:00～ 午後の部14:00～ たけまるホール 

     ０才から楽しめるファミリーコンサート 

     市民吹奏楽団のいこままブラス♪による、乳幼児と保護者がいっしょに楽しめる吹奏楽コン

サートです。（問）生涯学習課 ☏0743-74-1111（内線646） 

 

１１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の辻内 さん ☏090-9994-7671 

 

１１月１４日（木） 8:30～17:00 生駒駅南口出発・生駒駅周辺解散 

行基菩薩の遺徳を巡るバスツアー 

生駒市観光ボランティアガイドによる行基菩薩の生涯と事績のバス車内での説明と現地案内

で、家原
え ば ら

寺（行基菩薩生家）や狭山池、仁徳天皇陵などを巡ります。（問）生駒交通トラベル

サービスの平岡さん ☏0743-73-3232（平日 9 時 30 分から 18 時まで、土曜 9 時 30 分から

12時まで） 

 

 

 



 

 

 

１１月１４日（木） 10:00～11:30 南コミュニティセンターせせらぎ 調理室 

家事と家計のレッスンルーム 

     家計簿からムダのない適量な生活を考えます。時短料理など家事のコツや家計簿記帳例の紹

介をします。 （問）奈良友の会生駒方面の前田さん ☏0743-25-2104 

 

１１月１５日（金）、１６日（土） 参加店の営業時間（いまこい市は16日 11:00～20:00） 

 市内参加飲食店38店舗 

第９回いまこいバル・いまこい市 

     いまこいバルとは、参加店舗のバル限定メニューがお得に楽しめる2日間。今回は、生駒市

内にある参加店舗＋ベルテラスいこまにて11月 16日に開催される「いまこい市」からも参

加があり、合計46店舗。バルチケットとバルメニューを交換して、いろんなお店の味を楽し

もう！（問）いまこいバル実行委員会（生駒商工会議所内） ☏0743-74-3515 

 

１１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の辻内 さん ☏090-9994-7671 

 

１１月１７日(日) 10:00～15:00 花のまちづくりセンターふろーらむ 

  第１６回花・緑まちづくりフェスタinふろーらむ 

花と緑のクイズコーナー・ワークショップや園芸市、特産品の販売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１７日（日） 12:00～15:00(小学生向け)、15:00～18:00(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の石上さん ☏090-4762-6705 

 

１１月１７日（日） 10:30～16:00 南コミュニティセンターせせらぎ 201・202・203 

さくらんぼ市 

個性豊かで魅力いっぱいのハンドメイドのお店や各種ワークショップ、飲食コーナーなど盛

りだくさん。子どもの生まれ持った気質を診断できるブースもあり、親子で楽しめます。子

どもが自由に遊べるスペースや授乳コーナーもあります。 

（問）さくらんぼ市の小倉さん ☏090-5241-6148 



 

 

１１月１７日（日） 13:00～16:30 高山竹林園 

竹細工クラフト教室 来年の干支「ねずみ」の制作 

竹クラフト制作者の伊藤俊夫さんによる茶筌などの端材を使って、来年の干支「ねずみ」を

作ります。（問）高山竹林園 ☏0743-79-3344 

 

１１月２０日（水） 16:30 開演 長弓寺薬師院 

市民みんなで創る音楽祭 
『ロシアからの贈り物』～驚異のドムラ＆バヤン～ 

デュオ・プロコピエフ・ダフチャンがロシアの民俗楽器「ドムラ」と「バヤン」でクラシッ

クや民謡などを演奏します。  

（問）次世代へのギフトプロジェクト沼間
ぬ ま

さん ☏090-1847-3735 

 

１１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の辻内さん ☏090-9994-7671 

 

１１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 生駒病院の堅田さん ☏090-6325-3164 

 

１１月２１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等、人気のコーナーもあり、お米が当たる抽選

会も開催します。子育て相談・出店相談も当日行います。出店者も募集しています。 

（問）いこママまるしぇ実行委員 ☏090-8525-0637 

 

１１月２１日（木） 9:45～12:00 鹿ノ台ふれあいホール集合、学研北生駒駅解散 

鹿畑から科学の高山サイエンスタウンを巡りませんか 

古い町並みが残り、歴史を感じる鹿畑町から未来科学を創造する高山サイエンスタウンへ、

光輝く紅葉を求めて巡ります(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） 

 

 



 

 

１１月２２日（金） 10:00～12:00 市民活動推進センターららポート 

家事と家計のレッスンルーム 

      家計簿からムダのない適量な生活を考えます。来年の家計予算を立ててみよう。  

（問）奈良友の会生駒方面の前田さん ☏0743-25-2104 

 

１１月２２日（金） 19:00 開演 たけまるホール 

市民みんなで創る音楽祭 
『ロシアからの贈り物』～驚異のドムラ＆バヤン～ 

デュオ・プロコピエフ・ダフチャンがロシアの民俗楽器「ドムラ」と「バヤン」でクラシッ

クや民謡などを演奏します。 

（問）次世代へのギフトプロジェクト沼間さん ☏090-1847-3735 

 

１１月２３日（祝） 12:30～14:30 生駒駅前図書室 

ちょこっと囲碁～5才から大人まで無料 in 駅前図書室 

     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の辻内さん ☏090-9994-7671 

 

１１月２３日（祝） 10:00～16:00 市民活動推進センターららポート 

「ミライのキオク」 

 昭和に撮られた写真を参考に、それらが撮影された場所を探し、グループに分かれて散策しな

がら、同じアングルでの撮影に挑戦します。その後、撮影した写真をオープンデータとしてイ

ンターネットで公開し、今と昔を比較します。 

（問）いこまの魅力創造課 ☏0743‐74‐1111（内線733） 

 

１１月２４日（日） 13:30～17:00 図書会館 

    ビブリオバトルinいこまスペシャル 

    定例のビブリオバトルの他に、全国大学ビブリオバトル2019～首都決戦～の地区決戦を行いま

す。また、今回は特別に、本市在住の映画監督・空下
そらした

慎
まこと

さんの作品「桜が咲く頃 交わした約

束は、」が2019マドリード国際映画祭短編外国語映画作品賞部門最優秀賞受賞したことから、

それを記念して上映会を行います。同作品は、本市在住のスチールカメラマン 長谷川
は せ が わ

充
みつる

さん

が撮影し、上映会後には2人によるトークセッションも行います。 

（問）図書会館 ☏0743-75-5000 

 

 

 

 



 

 

１１月２４日（日） 14:00 開演 たけまるホール 

市民みんなで創る音楽祭 

齊藤清ヴァイオリンコンサート2019 
関西フィルハーモニー管弦楽団に所属するヴァイオリン奏者の齊藤清さんによるコンサート。

前半は世界の小品集、後半は、「タイスの瞑想曲」などフランスの名曲を演奏します。 

（問）室内楽を楽しむ会の﨑本さん ☏0743-79-1053 

 

１１月２４日（日） 10:00～12:00 コミュニティセンター 

     夫婦できくトリプルＰ 前向き子育てセミナー 

     トリプルＰは、オーストラリアで開発され、現在25か国以上で実施されている親向けの参加体験

型学習プログラムです。子どもの問題を親がどう捉え、どう関われば改善されるかなど、それぞ

れの親子の状況に合わせて具体的なスキルを学びます。夫婦で学習することで、家庭でも子育て

について話し合うきっかけにもなるセミナーに参加しませんか。 

（問）子育て支援総合センター ☏0743-73-5582 

 

１１月２４日（日） 10:30～12:30 14:00～16:00 南コミュニティセンターせせらぎホール 

「みんなの学校」上映会 

     支援が必要な子も同じ教室で学び、誰もが通い続けることのできる学校づくりを目指す大阪

市立大空小学校の日常を映したドキュメンタリー映画です。上映後交流会もあります。 

（問）「みんなの学校」in生駒2019実行委員会の瀧本さん ☏0743-20-1721 

 

１１月２４日（日） 13:00～16:30 たけまるホール 

たわわ［子ども・居場所］食堂 

生駒のみんなで温かいご飯をお腹いっぱい食べましょう。お腹がすいてちゃ始まらない。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。食事のみの方も大歓迎。 

（問）たわわ食堂のみぞぐちさん ☏080-1450-2788 

 

１１月２６日（火） 14:00 開園 長弓寺薬師院 

市民みんなで創る音楽祭 
テレマン・クインテットによる長弓寺コンサート 
延原武春さん率いるテレマン・クインテット（弦楽五重奏）が、バッハからハイドンまでの

名曲・なじみの曲を、生駒市が誇る文化財長弓寺薬師院で演奏します。 

（問）生駒シビックプライド作成委員会 ☏090-4766-1709 

 

１１月２９日（金） 9:16～14:35 学研北生駒駅バス停出発・庄田バス停解散 

初冬の高山北部/三国境・京田辺の古刹を歩く 

深山の秋を惜しみながら、河内、山城、大和の境界に近い千鉾山（311m）と三国境へ。そし

て古道・天王道をゆき、京田辺の古刹、極楽寺・朱智神社を経て、高山傍示・くろんど池へ

と、昔懐かしい初冬の里山を味わいましょう（約9km）。 

(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） 


