
今後中止・延期される市の行事 2020．02.25

連番 開催日・期間 ⾏事等名称 主管課 場所 参加者規模 不特定参加
いずれか選択

実施/中止/延期
いずれか選択

1 2月25日 学習支援教室 保護課 北コミュニティセンター 7 無 中止
2 2月26日 学習支援教室 保護課 南コニュニティセンター 20 無 中止
3 2月27日 学習支援教室 保護課 コミュニティセンター 51 無 中止
4 2月26日 野菜づくりのコツと裏ワザ ⿅ノ台図書室 ⿅ノ台ふれあいホール 定員40人 有 中止
5 2月27日 市⻘少年指導委員研修会 生涯学習課 市役所 70人 無 延期
6 2月27日 小平尾南（憩の場）たわわ食堂 人権文化センター 人権文化センター 約９０人 有 中止
7 2月27日 医療講座「⾼気圧酸素治療について」 地域医療課 市⽴病院 50名 有 中止
8 2月27日 朝活読得会 図書館 生駒市図書館 30〜40人 有 中止
9 2月27日 日本語教室（北コミセン） 人権施策課 北コミセン 約１００人 有 中止

10 2月28日 生駒市人権教育推進協議会研究大会 人権施策課 コミセン 約２７０人 有 中止 
11 2月28日 経験者のためのおはなし勉強会 図書館 生駒市図書館 約40人 無 中止
12 2月28日 キャッシュレス使い方講座 図書館南分館 南コミュニティセンター 30人 有 中止
13 2月28日 絵本の会 図書館南分館 南コミュニティセンター 40人 無 中止
14 2月29日 ふれあいライオンズコンサート（共催） 生涯学習課 たけまるホール のべ700人 有 中止
15 2月29日 スポーツ教室(小・中陸上) スポーツ振興課 北大和体育館 約50人 有 中止
16 2月29日 CKD講演会 健康課 コミュニティセンター １２０人 無 中止
17 2月29日 日本語教室（図書会館） 人権施策課 図書会館 約４０人 有 中止
18 3月1日 親子でできるパジック講座 男⼥共同参画プラザ コミセン 約４０人 無 中止
19 3月1日 大和川⼀⻫清掃 環境保全課 富雄川・⻯⽥川河川敷 ７５０名 有  中止
20 3月1日 浅⾹⼭部屋相撲稽古⾒学会 商工観光課 くろんど池 20 有  中止
21 3月1日 浅⾹⼭部屋ちびっこ相撲体験会＆ちゃんこ会食スポーツ振興課 くろんど荘内浅⾹⼭部屋 ３０人 無 中止
22 3月1日 おはなし会 図書館 生駒市図書館 5人 有 中止
23 3月3日 寿大学卒業式 生涯学習課 たけまるホール ８００人 無 中止
24 3月3日 街頭防火広報 消防本部予防課 アントレ広場 60 無 中止
25 3月3日 学習支援教室 保護課 北コミュニティセンター 7 無 中止
26 3月4日 学習支援教室 保護課 南コニュニティセンター 20 無 中止
27 3月4日 医療講座「人間ドックについて」 地域医療課 市⽴病院 50名 有 中止



28 3月5日 日本語教室（北コミセン） 人権施策課 北コミセン 約１００人 有 中止
29 3月5日 もったいない食器市 環境保全課 南コミュニティセンターせせらぎ １００名 有  中止
30 3月5日 朝活読得会 図書館 生駒市図書館 30〜40人 有 中止
31 3月5日 おはなし会 図書館 生駒市図書館 約15人 有 中止
32 3月5日 古本アワー 図書館南分館 南コミュニティセンター 50人 有 中止
33 3月5日 学習支援教室 保護課 コミュニティセンター 51 無 中止
34 3月6日 地域移⾏研修会 障がい福祉課 たけまるホール 70名 有 中止
35 3月6日 生駒おはなしの会定例会 図書館 生駒市図書館 約40人 無 中止
36 3月6日 読書会 ⿅ノ台図書室 ⿅ノ台図書室 約７人 無 中止
37 3月7日 音楽祭DADｓ＆MAMMYｓ SPRING CONCERT2020 生涯学習課 北コミュニティセンター 450人 有 中止
38 3月7日 日本語教室（図書会館） 人権施策課 図書会館 約４０人 有 中止
39 3月7日 体育館無料開放 スポーツ振興課 HOS生駒北スポーツセンター 約100人 有 中止
40 3月7日 スポーツ教室(小・中陸上) スポーツ振興課 北大和体育館 約50人 有 中止
41 3月7日 託児サービス こあら 図書館 生駒市図書館 約15人 無 中止
42 3月7日 おはなし会 ⿅ノ台図書室 ⿅ノ台図書室 約5人 有 中止
43 3月7日 おはなし会 図書館北分館 図書館北分館5〜30人程度 有 中止
44 3月7日 おはなし会 図書館南分館 図書館南分館 5〜10人 有 中止
45 3月7日 おはなし会 生駒駅前図書室 生駒駅前図書室 十数名 有 中止
46 3月7日 本棚のＷＡ 第９話 生駒駅前図書室 生駒駅前図書室 20名 無 延期
47 3月7日 古本まつり(〜１５日まで） 図書館北分館 図書館北分館 ― 有 中止
48 3月8日 音楽祭みんなで歌おう童謡唱歌 生涯学習課 コミュニティセンター 271人 有 中止
49 3月8日 いこま吹奏楽の日 生涯学習課 たけまるホール のべ1200人 有 中止
50 3月8日 スポーツ教室(柔道) スポーツ振興課 滝寺ＳＣ体育館 約50人 有 中止
51 3月8日 福祉センター祭 障がい福祉課 福祉センター 400名 有 中止
52 3月8日 ピアカフェ 障がい福祉課 コミセン 20名 有 中止
53 3月10日 医療講座「腎臓と糖質」 地域医療課 市⽴病院 50名 有 中止
54 3月10日 もったいない食器市 環境保全課 ディアーズコープいこま １５０名 有  中止


