
 

 

 

 
 

１１・１２月のおすすめイベント 
 
 

１１月２６日（火） 14:00 開演 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２６日（火） 9:00～16:00 ㈱生駒市衛生社クルクル館など 

環境施設見学会・エコネット講座 

家庭系ごみの処理や資源化の現場をバスで見学。生駒の歴史・文化も学びます。クルクル館

の他に市民共同発電所4号機、高山竹林園、長弓寺、関西メタルワーク㈱を見学します。 

（問）エコネットいこま「環境施設見学会」 ☏0743-61-5441 

 

１１月２７日（水） 10：00～15：00 上田酒造、谷口ワイン店 

     「いこまとりっぷ」 

   生駒に酔いしれる マリアージュ体感ツアー 

生駒暮らしの魅力を体感しながら、人と人がつながるお出かけツアー「いこまとりっぷ」。 

生駒の名水と良質の国産米を用いたお酒造りを続け創業400年余の「上田酒造」の谷本昌也

さん、お客さまと本物のワインの出会いを真剣に、丁寧にお手伝いする「谷口ワイン店」の

谷口亜希子さん。生駒のまちで、「和」の酒造り、「洋」の酒との出会いをプロデュースする

2人に会いに行きます。 日本酒造り体験や試飲会も実施。 

(問)いこまの魅力創造課 ☏0743‐74-1111（内線732） 

 

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
ほ う じ

・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） 
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１１月２９日（金）～１２月１日（日） たけまるホール 

     第２２回いこま寿大学祭 

    日頃の学習成果を舞台での実演や作品・活動記録の展示を発表する年に一度の祭典です。 

      （問）いこま寿大学事務局（生涯学習課内） ☏0743-74-1111（内線645） 

 

１２月１日（日） 10:00～15:00 北コミュニティセンターISTAはばたき 

はばたきBook✿Hygge《ブック・ヒュッゲ》 

青空図書館、本の交換ブース、お茶席、勾玉づくり体験などを行います。「Hygge」とはデン

マーク語で「ほっとくつろげる心地よい時間・空間」という意味です。青空の下、新鮮な空

気の中で読書を気ままに楽しんでみませんか。   (問) 図書館北分館 ☏0743-71-3332 

 

１２月１日（日） 12:00～15:30 南コミュニティセンターせせらぎ 

第13回 ikoryu（イコリュウ）音楽祭 

日韓交流舞踏団「ハンサモ」、韓国伝統打楽器集団「ナムハン」、アンクルン演奏 Nister's、

沖縄民謡「ゆぃまぁる」、琉球舞踊の松島文子さんによる民族音楽と舞踊や、韓国伝統打楽器

チャンゴなど民族音楽の体験コーナーもあります。 

 (問) NPO 法人いこま国際交流協会 ☏090-8237-2463（18時から20時まで） 

 

１２月７日（土）、１５日（日） 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 

「元氣になる台所教室」の講師を招き、ＮＰＯ法人いこま山の子会のうり坊クラブの活動場

所である生駒山で山遊びをしながら、グループに分かれてメニューや材料を考えます。１５

日は買い出しをして、たけまるホールで調理をします。  

（問）ＮＰＯ法人いこま山の子会 ☏090-5137-6914  

 

１２月７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 

 

１２月７日（土） 10:00～15:00 枚岡神社大鳥居前集合・南生駒駅解散 

伊勢本街道・暗峠越えハイキング 

古代から往来が絶えない街道であり、江戸時代は伊勢参りで賑わった伊勢本街道を歩き、奈

良時代に難波津と平城京を直線で結ぶシルクロードの東の終端であった暗峠を目指します

（約8km）。南生駒駅で解散後、希望者には菊司醸造へ案内します。 

（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） 



 

 

１２月８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 

 

１２月８日（日） 14:00～17:30 南コミュニティセンターせせらぎ 

かしこくえらぶ おひさまエネルギー 

再生可能エネルギーを身近に感じる、エコなイベントを開催します。かえっこバザール、プ

ラレールひろば、おもちゃ病院、各種展示などのブースもあります。市内の幼稚園の子ども

たちが作ったペットボトルツリーとエコキャンドルを展示します（17時頃点灯予定）。 

（問）環境モデル都市推進課 ☏0743‐74－1111(内線 377) 

 

１２月８日（日） 12：00～17：30 宝山寺、ナイヤビンギ、Bar Charleston 

    「いこまとりっぷ」 

    聖天さんの贈り物ノスタルジックな休日 

     生駒暮らしの魅力を体感しながら、人と人がつながるお出かけツアー「いこまとりっぷ」。 

「生駒の聖天さん」として知られる宝山寺の執事長・東條哲圓さんと「Bar Charleston」を

営む興津拓司さんに会いに行きます。宝山寺の仏像や般若窟のお話、生駒のまちの移り変わ

りを伺ったり、自然菜食のランチや本格的なカクテルショーを楽しんだり。 “聖天さん”が

見守ってきた生駒の今・昔を味わうノスタルジックな休日のひとときを一緒に過ごしてみま

せんか。 

     （問）いこまの魅力創造課 ☏0743‐74-1111（内線732） 

 

１２月１１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 

 

１２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）おひさまの会の川邨
かわむら

さん ☏090-8383-5943 

 

 



 

 

１２月１３日（金） 10:00～11:30 コミュニティセンター 

左手のピアニスト 岡田侑子トーク＆コンサート 

大学生で演奏時に指が動かなくなる「局所性ジストニア」を発症。左手の楽曲と出会い、左

手のピアニストとして新たな音楽に挑む岡田侑子さんが「左手で紡ぐ、豊かな音楽」をテー

マにトークとコンサートを開催します。 

（問）人権施策課 ☏0743-74‐1111（内線653） 

 

１２月１４日（土） 13:30～16:00 コミュニティセンター 

     トーク＆ライブひだまり クローバー2019 

    障がい当事者による表現発表やヴァイオリニストの金関環
かなせきたまき

さんによるクリスマスコンサー

トと日本画家の夢
む

村
そん

さんの展覧会、ひだまり・はなな・コスモールいこまの活動紹介。 

     （問）コミュニティスペースはなな ☏0743-73-1050 

  

１２月１４日（土） 13:00～14:30【幼小向け】 15:00～16:00【中高向け】 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） 

 

１２月１４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 

 

１２月１４日（土） 11:00～14:00 生駒市体育協会滝寺Ｓ.Ｃ.体育館アリーナ 

     環境フリーマーケット 

     限りある資源の有効利用の促進と物を大切にする意識の向上を図るため、市民を対象として

家庭内の不用品を譲り合うフリーマーケットです。市内に住む人で構成され、ごみの減量化

やリサイクルに理解のある団体や個人（30団体出店予定）が家庭内の不用品で、食料品を除

く一般家庭用品を販売します。家庭で不用になっている食品や飲み物の物々交換を行う「食

品トロック」やもったいない食器市、リユース市も行います。 

     （問）環境保全課 ☏0743-74-1111（内線355） 

 

 

 

 



 

 

１２月１４日（土） 13:30～15:00 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”其の九「弦が奏でる贈り物」 

     弦楽アンサンブルコルダによる弦楽器や交流、本の紹介。  

（問）図書館南分館 ☏0743-77-0005 

 

１２月１５日(日) 13:00～16:00 たけまるホール 

  いこまっこチャレンジ教室「プログラミングに挑戦」 

奈良工業高等専門学校の教員・学生の皆さんによる、小学 4～6 年生を対象としたプログラ

ミング教室。(問)生涯学習課 ☏0743-74-1111内線 647 

 

１２月１５日（日） 14:00 開演 北コミュニティセンターISTAはばたき 

市民みんなで創る音楽祭 

ファミリーコンサート「歌おう遊ぼう笑おう！」 

生駒市在住のママたちが団員を務める劇団びまじょんずによる歌と劇。NHK Eテレ「フック

ブックロー」のけっさくくん役の谷本賢一郎さんをゲストに迎えます。 

（問）劇団びまじょんず市民音楽祭実行委員会の笠井さん ☏090-4288-0694 

 

１２月１５日(日) 10:00スタート、15:15頃表彰式 市役所駐車場 

  チャリロゲいこま２０１９ 

制限時間内に、チェックポイントの写真を撮りながら自由に巡って、ポイントを競うアウト

ドアスポーツです。ゲストとして、奈良県を拠点に活動するプロサイクリングチーム「シエ

ルヴォ奈良」や、全国大会で多数の優勝者を輩出している「奈良北高校自転車競技部」が参

加します。今年はママチャリの部もあります。 

（問）スポーツ振興課 ☏0743-74-1111（内線663） 

 

１２月１８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 

 

１２月１９日（木） 9:00～12:00 東生駒駅出発・南生駒駅解散 

     令和元年歩き納め・矢田丘陵から歓喜乃湯までを歩く 

     平成から令和へ新しい年の歩き収めに、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） 



 

 

１２月１９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 

 

１２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 

 

１２月２１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 

 

１２月２１日（土） 14:00 開演 たけまるホール 

市民みんなで創る音楽祭 

共生の架け橋 韓国伝統文化公演 歴史の風 

  韓国から12人の芸術家が特別来日。宮中舞踊や仮面の舞、僧舞などを披露します。生駒市民

も多数友情出演。正倉院所蔵の新羅琴由来のカヤグムと琴、アリランファンタジー、日韓・

多文化の太鼓・楽器の競演も楽しめます。 

（問）韓国民団生駒の金
きむ

さん ☏0743-78-6491（10時から17時まで） 

 

１２月２３日（月） 13:30～16:30 図書会館 

      ビブリオバトル市内中学生大会 

      市内中学校から選ばれた中学生バトラーが本の魅力を厚く語ります。 

（問）図書会館 ☏0743-75-5000 

 


