生駒寄席

～つじまち亭 笑う生駒に福来る2022夏～

生駒市にある生涯学習施設のイベント情報誌

ホームページ
www.ikomashi-sg.jp

2022 vol.11 春号

ガクテンソク

反社会 的 勢力
排除宣言

公演・講座ともに《生きいきクーポン券》をご利用いただけます ※利用は6月~の予定
※ 公 演・講 座 に お い て 、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 状 況 に よ り 中 止・変 更 の 場 合 が あ り ま す 。

月亭八方

笑福亭扇平

8月13

2022年

開場13:15
（土）開演14:00

もりやすバンバンビガロ

ハイツ友の会

生駒市図書会館 市民ホール

※定員の50％で開催 ●発売日:6月11日(土)10時～ ●問合せ：生駒市図書会館☎0743-75-5303

入場料：1,000円

（前売・当日ともに 全席指定・税込）

前売チケット取扱い窓口

（9：00~17：30／休館日：月曜日）

●生駒市図書会館 ●たけまるホール ●鹿ノ台ふれあいホール
●北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰISTAはばたき ●南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰせせらぎ
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2022年 月
日
（土）
13：15開場／14：00開演

生駒寄席
三幸・あおばの
二人de勉強会

たけまるホール 小ホール
定員の50%で開催

■料金1,000円【全席自由・税込】
チケット発売日：5月8日
（日）10:00〜

桂 あおば

桂 三幸

ゲスト
川上じゅん
（腹話術）

●FANYチケット
●販売窓口（9：00〜17：30／休館日：月曜日）
■たけまるホール
■南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰせせらぎ
■鹿ノ台ふれあいホール ■北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰISTAはばたき
■生駒市図書会館

宮 あわてず、
川 あせらず、
大
あきらめず
助
出版記念講演会
・
花
4 24 たけまるホール・大ホール
子 13:15 14: 00 2,000
主婦の友社 刊

2022年

月

開場

チケット発売日
3/12（土）

10:00〜

司会：宮川さゆみ

日 日

開演

料金

販売窓口（9：00〜17：30／休館日：月曜日）

生駒大
生駒
大好きギューギューギュー
メインパーソナリティは、生駒市出身の親 指ぎゅー太 郎！
毎月1日に生駒市生涯学習施 設のとっておき情報を配 信します！！
詳しくは生駒市生涯学習施設HP、または

ユーチューブ

配信中!!

生
駒
市
出
身
!!

JAZZ＆ポップス

アロージャズオーケストラ
ゲスト：ぼんちおさむ

生駒市立病院

〒630 - 0213
奈良県生駒市東生駒1丁目6番地2

※出演者は都合により変更となる場合があります。ご了承ください。

プレイガイド

■チケットぴあ【Pコード：647-626】
https://t.pia.jp/
お問合せ たけまるホール☎0743-75-0101

2022年7月30日
（土）

13:15開場／14:00開演
たけまるホール 大ホール
定員の50%で開催
未就学児

【料金】3,000円
（全席指定）入場不可
販売窓口（9：00〜17：30／休館日：月曜日）

■たけまるホール
■南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰせせらぎ
■鹿ノ台ふれあいホール ■北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰISTAはばたき
■生駒市図書会館

午前 9:00〜12:00
診
療 午後 5:00〜7:00
時
・土 曜 日 午 後
間 休診
・日 祝 日

東生駒駅より徒歩約 3 分

定員の50%で開催

【チケット発売日】5月21日
（土）10時〜

指定 管 理 者 医 療 法 人 徳 洲会
内科 消化器内科 循環器内科 外科 整形外科
診
療 形成 外 科 腎臓 泌尿器 科 小児科 産婦人科
医師
科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科（ 太田権守
）
目
救急科 脳神経外科 血管外科 皮膚科

※未就学児入場不可

ゲスト：桂珍念

〜お待たせしました！ビッグバンドの名門によるリクエストコンサート〜

with桜花昇ぼる

生駒大好きギューギューギュー！

円

■たけまるホール ■鹿ノ台ふれあいホール ■生駒市図書会館
■南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰせせらぎ ■北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰISTAはばたき

主 催：生 駒 市生 涯 学 習 施 設 指 定 管 理 者 よしもと・南 海 共 同 事 業 体

親指ぎゅー太郎の

【税込・全席指定】

チケットぴあ

【P コード 212-397】https://t.pia.jp

桜花昇ぼる
急 患の方はいつでもご来院下さい

☎0743-72-1111

元OSK日本歌劇団トップスター。講談師・旭堂南桜。奈良県斑鳩町
出身。聖徳太子1400年御聖忌記念には聖徳太子を演じたほか、戦
国武将・真田幸村を演じて15周年など幅広い活動を続けている。

アロージャズオーケストラ

1958年結成。
ジャズ、
ラテン、ポップスをは
じめ幅広いレパートリーで日本を代表す
るビッグバンドとして高く評価されている。

たけまるホール

生駒市図書会館

〒630-0245 生駒市北新町9番28号
TEL 0743-75-0101 ／ FAX 0743-73-3700
メール ／ takemaru-info@ikomashi-sg.jp

〒630-0212 生駒市辻町238番地
TEL 0743-75-5303 ／ FAX 0743-73-3600
メール ／ tosyo-info@ikomashi-sg.jp

50歳からのいきいきヨガ講座

リフレッシュ&癒しのヨガ講座

【旧生駒市中央公民館】

日程

4/6・13・27、5/11・18
6/1・8・29

いずれも水曜日
❶10:00〜11:00
❷12:00〜13:00

ヨガを楽しみながらいきいき健康に！
●講 師：竹内真理子（ヨガインストラクター）
●定 員：各19名（抽選制）
●受講料：各8,800円（全8回・税込）
●対 象：50歳以上
●持ち物：ヨガマット・バスタオル・飲み物
※動きやすい服装でお越しください。
●受付期間：3/8(火）〜13
（日）
※イラストはイメージです。

梅ちゃん先生の楽しい英会話教室
日程

5/6・13・20

いずれも金曜日10:00〜12:00

生駒市出身の漫才師で現役塾講師の「梅ちゃん
先生」ことラフ次元梅村が英会話のコツをたっぷ
りお 教えします。まずは正しい発音。そしてリス
ニング力の付け方。英語のスピードが速いと悩ん
でるあなた。梅ちゃん先生にお任せを！
●講 師：ラフ次元 梅村賢太郎
●定 員：16名（抽選制）
●受講料：3,000円（全3回・税込）
●持ち物：筆記用具
●受付期間：4/12(火）〜17（日）

日程

4/3・10・17
5/1・8・15・29
6/5・19

せせらぎ

北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー

ISTAはばたき

鹿ノ台ふれあいホール

芸術会館 美楽来

〒630-0223 生駒市小瀬町18番地
TEL 0743-77-0001 ／ FAX 0743-77-0022
メール ／ minamikomi-info@ikomashi-sg.jp

〒630-0131 生駒市上町1543番地
TEL 0743-71-3331 ／ FAX 0743-71-3351
メール ／ kitakomi-info@ikomashi-sg.jp

〒630-0113 生駒市鹿ノ台南2丁目3番地3
TEL 0743-78-7966 ／ FAX 0743-78-9974
メール ／ shikanodai-info@ikomashi-sg.jp

〒630-0246 生駒市西松ヶ丘2番20号
TEL 0743-74-1101 ／ FAX 0743-74-1220
メール ／ miraku-info@ikomashi-sg.jp

季節のヨガ講座

もりやすバンバンビガロの楽しいマジック教室

月亭八織の楽しい折紙教室

帝塚山大学いこま教養講座 season3

南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー

いずれも日曜日
初級編❶10:00〜11:30
初級編❷12:00〜13:30
中級編 14:00〜15:30

日程

❶木曜クラス（10:00〜11:10）
4/14・21・28、5/12・26、6/2・9・16・23
❷土曜クラス（10:00〜11:10）
4/16・23・30、5/7・14・21・28、6/11・25

日本ヨガ普及協会正会員 徳山裕子さんによる講座。疲れを
癒して体型を整え、若々しい美と健康を目指しませんか。

季節の変化に対応できる健康的な身体づくりをめざしましょう。

●講 師：日本ヨガ普及協会正会員 徳山裕子
※イラストはイメージです。
●定 員：各24名（抽選制）
●受講料：各9,900円（全9回・税込）
●持ち物：ヨガマット・タオル・飲み物・靴袋
●受付期間：3/8（火）〜13
（日）

●講 師：マダムフキ認定講師 近藤志保
※イラストはイメージです。
●定 員：各30名（抽選制）
●受講料：各9,900円（全9回・税込）
●持ち物：ヨガマット・フェイスタオル・飲み物
●受付期間：3/15
（火）〜20（日）

楽しいジャズダンス教室

ピラティスで心も身体も美しく！
日程

4/6・13・20
5/11・18・25
6/1・8・15

いずれも水曜日
❶13:00〜14:00
❷14:30〜15:30

日程

ピラティスインストラクター川谷恭子さんによるピラティス講座。体
のゆがみや悪い癖をとって、健康で美しい体をつくりましょう。
●講 師：ピラティスインストラクター 川谷恭子
※イラストはイメージです。
●定 員：各24名（抽選制）
●受講料：各9,900円（全9回・税込）
●持ち物：ヨガマット・タオル・飲み物・靴袋
●受付期間：3/15
（火）〜20（日）

4/6（ 水 ）

初心者も楽しく学べるジャズダンス！ヨガ・ピラティ
スも取り入れたダンスで楽しく汗をかきませんか。
●講 師：メンタルトレーニングサロンun:veil代表 西村留実
●定 員：30名（抽選制）
●受講料：6,600円（全6回・税込）
●対 象：女性限定
●持ち物：ヨガマット・タオル・飲み物・運動靴
●受付期間：3/8(火)〜13(日)

日程

10 : 0 0 〜11:3 0

漫才師 笑い飯 哲夫さんによる古代史講座。古事
記 、日本 書 紀をはじめとした文 献や記 録をもと
に、今回は「邪馬台国と卑弥呼の謎」を哲夫流の
解釈と解説で楽しく学びます。
●講 師：笑い飯 哲夫
●定 員：70名（抽選制）
●受講料：2,500円（税込）
●受付期間：3/22
（火）〜27（日）

5/15・29、
6/12・26、7/10・24

日程

8/27（土）❶10:00〜11:00 ❷13:00〜14:00

グッピーこずえの楽しい動画作り体験教室
日程

8/20（土）❶10:00〜11:00 ❷13:00〜14:00

紙とハサミだけで作る「紙切り」を
体 験することで創造力と１つの作
品を作り上げる達成感を学びます
教室では実際に紙を切り、形を作
る楽しさ、難しさを体験します。

よしもと芸人グッピーこずえさんによ
る体 験 教 室です。実際に親子で映 像
を撮り、編 集ソフトで 編 集し動 画を
作って頂きます。アプリの都合により、
「iPhone」「iPad」限定教室です。

●講 師：笑福亭笑利
●定 員：各20名
●受講料：1,000円（税込）
●持ち物：ハサミ

●講 師：グッピーこずえ
●定 員：各20名
●受講料：1,000円（税込）
●持ち物：iPhoneまたはiPad

各講座の申込方法 各講座の受付期間内に、 講座名

●講 師：もりやすバンバンビガロ
●定 員：❶❷各20名（抽選制）
●受講料：2,000円（税・材料費込）
●対 象：小学生以上（低学年は要保護者同伴）
●持ち物：筆記用具
●受付期間：3/22
（火）〜27（日）

シルクのべっぴん塾〜知っておきたい食材編第2弾〜

いずれも日曜日
10:00〜12:00

6/5（日）

日程

14:00〜15:30

日程

4/13・27、5/11・25、
6/8・22

●講 師：メンタルトレーニング サロンun:veil代表 西村留美
●定 員：30名（抽選制）
●受講料：6,600円（全6回・税込）
●対 象：大学生以上の女性
●持ち物：ヨガマット・タオル・飲み物
●受付期間：3/8（火）〜13（日） ※イラストはイメージです。

夏休みに生涯学習施設6館で親子が学び、
楽しく体験できるよしもと芸人ワークショップを開催

8/28（日）❶10:00〜11:00 ❷13:00〜14:00

講師は、月亭八方さんの7番目の弟子で日
本折り紙協会認定講師である月亭八織さ
ん。親子で折紙作りの楽しさと一つの物を
作る達成感と創造力を学んで頂きます。

※時間の選択がある場
合は希望時間帯を記入
してください。

郵便番号

もりやすバンバンビガロの楽しいマジック教室
日程

8/7（日）

❶10:00〜11:00 ❷13:00〜14:00

講 師は、西の営業キング・大 道
芸人のもりやすバンバンビガロ
さん。人前で披 露し周りを楽し
くさせるお手軽で簡単なマジッ
クをお教えします。

●講 師：月亭八織
●定 員：各20名
●受講料：1,000円（税込）
●持ち物：折り紙セット
（15×15cm）
・
ハサミ・のり・各色サインペン

●講 師：もりやすバンバンビガロ
●定 員：各20名
●受講料：1,500円（税・材料費込）

住所

講師は月亭八 方さんの7番目の弟子で日本 折紙
協会認定講師である月亭八織さんです。皆さんに
折紙 作りの楽しさと1つの物を作る達 成 感と創
造力を学んで頂きます。
●講 師：月亭八織
●定 員：20名（抽選制）
●受講料：1,000円（税込）
●対 象：大人
●持ち物：折紙セット
（15×15cm）、
筆記用具（鉛筆・消しゴム）、ハサミ、木工用ボンド、
セロハンテープ、
ひも
（100㎝程）
●受付期間：4/12
（火）〜17（日）

氏名

日程

6/3・10・24
7/1・8

いずれも金曜日
10:00〜11:30

不思議満載！近畿の古墳
〜TVジャーナリストが見続けた畿内の考古学〜
●講 師：帝塚山大学客員教授 牟田口章人
●定 員：30名（抽選制）
●受講料：5,500円（全5回・税込）
●受付期間：4/12(火)〜17(日)

やさしい最初のデッサン
日程

6/9・23、7/14・28、
8/11・25

いずれも木曜日
10:00〜12:00

朝日カルチャーセンター講師の岡田久 美子さんに
よる初めての人向けのやさしいデッサン講座
●講 師：岡田久美子
●定 員：20名（抽選制）
●受講料：
10,200円（全6回・税込）
教材費別途500円（モチーフ・画用紙代）
●持ち物：
HB鉛筆・練りゴム
（消しゴム可）
●受付期間：5/3(火)〜8(日)

いずれも水曜日
13:00〜14:00

●講 師：桂三幸
●定 員：10名（抽選制）
●受講料：10,000円（全6回・税込）※扇子・てぬぐい付き
●対 象：高校生以上
●持ち物：7/24(発表会)は着物・浴衣をご持参ください。
●受付期間：4/12
（火）〜17（日）

日程

10：00〜11：30

楽しいジャズダンス教室

バレエダンス、ヨガ、ピラティスの要素を取り入れたスト
レッチからジャズステップに移り、曲に合わせて踊りま
す。
（詳しくはYouTube＃14にてご覧いただけます）

月亭八織の折紙で作る楽しい工作教室

5/ 27（ 金 ）

日程

よしもとの美容番長シルクさんの食材編第 2 弾‼今
回は、「料理の基本の調味料だけでこんなに変わる」
女性にとって知っておきたい情報をお教えします。
●講 師：シルク
●定 員：40名（抽選制）
●受講料：3,000円（税込）
●対 象：女性限定
●持ち物：筆記用具
●受付期間：5/24(火)〜29(日)

座布団の上で小道具は、扇子と手拭いのみ。何人も
の人物を一人で演じる落語。その落語を人前での
披露を目標に好きな演目で楽しく学びましょう。

2022年夏休み親子で学んで楽しく遊ぼう！
笑福亭笑利の楽しい紙切り教室

いずれも水曜日
10:00〜11:00

4/23（土） ❶10:00〜11:00 ❷13:00〜14:00

子どもからお年寄りまで、人前で披露し周りを楽しくさ
せるお手軽で簡単なマジックをお教えします。今回は、
「3本の長さの違ったひも」を使ったマジックです。

桂三幸の楽しい落語教室

笑い飯 哲夫の楽しく学ぶ日本の古代史
〜邪馬台国と卑弥呼の謎〜
日程

4/13・27、
5/11・25、6/8・22

日程

【旧鹿ノ台地区公民館】

対象
受付時間

小学生とその保護者（親子ペアでお申込みください）
7/12（火）〜17（日）開講施設にて受付 ※受講料は親子ペア価格

梅ちゃん先生と楽しくいっしょに英語で遊ぼう！
日程

※画像はイメージです

8/14（日）❶10:00〜11:00 ❷13:00〜14:00

講 師は 、生 駒 市鹿ノ台出身のラフ
次元梅村さん。梅ちゃん先生といっ
しょに親子で楽しく英語を学びまし
ょう。英語が初めてのお子さまに英
語のしりとりや数字を使ったゲーム
などで英語に親しんで頂きます。
●講 師：ラフ次元 梅村賢太郎
●定 員：各20名
●受講料：1,000円（税込）

笑い飯 哲夫の楽しいわらじ作り体験教室
日程

8/31（水）10:00〜11:30

講師は、笑い飯 哲夫さん。親子
で わ らじ 作 りを 体 験 しましょ
う。材料 のワラは 、昨 年 哲夫さ
んが育てたお米のワラを特別に
提供して頂きます。
●講 師：笑い飯 哲夫
●定 員：30名
●受講料：2,500円（税・材料費込）
●持ち物：ハサミ

電話番号 を明記のうえ、各施設のFAXまたはメール宛にお申し込みください。

