
▲応募フォーム
　はこちら

今年は3つのテーマ
で

募集しています！

KON ROOM

SNSか
らも

情報を発
信

してい
ます！ @KongoMiryoku @kongomiryoku

皆さんが拠点を使って実現したいアイデア、企画を募集します。
実現のために、∞KON ROOMスタッフが準備・広報・当日運営に際しあなたをサポートいたします。 

みなさま、ぜひご応募ください。

募集期間 2022 年   4 月 1日（金）～ 2022年 12月 23日（金）まで

年齢、居住地を問わず、どなたでも応募できます。
※利用料は必要です
※個人・グループいずれの応募でも可、複数回の応募可

●企画～準備～実施までをトータルでサポートします
●イベントの PR、情報発信のお手伝いをします
  （∞KON ROOM HP、SNSなどでの情報発信）
●当日の運営サポートが必要な場合は行います

●住所　●氏名（ふりがな）　●年齢
●電話番号（日中連絡の取れる番号）　●メールアドレス

最低実施 1か月前にはお申込みをお願いします。

事務局（∞KON ROOM）で選考を行い、企画採用になった
場合は提案者へご連絡いたします。その後事務局と提案者
間で協議をおこない、応募いただいた企画を∞KON 
ROOMにて実現します。

富田林市寺池台一丁目９番７０号 S3号棟
10：00～ 18：00（土・日曜日、祝日、年末年始除く）
TEL： 070-4007-0190（開館時間内）
E-mail: kongo@dan-dan.com

∞KON ROOM
（市役所金剛連絡所北側）

応募資格

お問い合わせ先

応募方法

締め切り

選考・企画開催等

∞KON ROOMがお手伝いできること

応募フォームまたは応募用紙にて下記の
情報を明記のうえご応募ください。
応募用紙は拠点の専用ポストに投函して
ください。

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽

企画タイトル（仮題で可）
企画内容・概要
該当するテーマ
想定する対象者
募集人数
所要時間（実施希望日時等があれば併記）
必要物（そのうち、持参可能なものがあればその旨を併記）
ワークショップ・工作系であれば、参加費目安

企画内容

応募者情報

「子ども・若者」
の居場所

自分らしいはたらき方・
暮らし方

ココロと
身体の健康

表面



教室

教室

教室

展示

展示

展示

イベント

展示

展示

コンサート

シェーネスクラング 8名演奏者 25名程度観客数

財間浩さん写真撮影

空を眺めていますか？

小学生を対象とした、大学生が実
習で使う顕微鏡（光学顕微鏡、実
体顕微鏡）を使った教室。花粉、
玉ねぎ、バナナ、田んぼの水、など
を観察材料とし、参加した小学生
が見たいものを自由に見る体験の
場となりました。

夏休み小学生顕微鏡教室（主催：個人）

（主催：金剛中学校）

/7 31(土) 金剛中学校 GoGoals！
私たちにできる事小学生3名・保護者他5名 計8名

400名（同期間来場者数） ※参考来場者
参加者

金剛中学校1年生が1学期に SDGs につ
いて調べたことをもとに、誰ひとり取
り残されない社会にするために、17 の
Goal を達成するため、自分たちができ
る事を一人ひとり考え、その内容をカー
ドにしたものを展示しました。

約400名（同期間来場者数） ※参考来場者

日本画をはじめ、洋画、七宝焼きや押し花
など美術と工芸の作品が勢ぞろいする「第
71回富田林市文化祭 市民美術工芸展」（場所：
すばるホール）について、より多くの方に知っ
ていただくための開催案内ハガキの配架を
行いました。

女性を対象とした
お灸の使用方法や
効能、ツボの場所
や効果などを学び、
実際にセルフお灸
体験を行いました。

（主催：個人）

一般5名 関係者2名 計7名参加者

「第71回富田林市文化祭
市民美術工芸ハガキ展」展示

（主催：個人）

フィンランドのモルックをより多く
の人に知ってもらうことを目的とし
た体験イベント。参加者からは「学
生が優しく、一緒に盛り上げてくれ
たので楽しかった」、「ほかの親子と
交流ができて楽しかった」などのご
意見がありました。

モルックイベント（主催：大谷大学モルスポ）
/11 13(土)

一般親子10組参加者

トーンチャイムというアルミ合金製の
パイプで作られた楽器を使ったミニ演
奏会。「きよしこの夜」や「ハナミズキ」
などを 30 分程度演奏。KONROOM
入口前の屋外空間で実施。通りを行き
交う人が足を停め聞き入っていました。

トーンチャイムミニコンサート
（参加費無料・主催：シェーネスクラング）

/11 28(日)

クリスマスの時期に合わせた小さな
ひょうたんで作られた雪だるまの
オーナメントの展示。
キャンプあり、花あり、笑いありの “野
原のミュージアム “を運営管理する
二村ナナ子作、自然素材のアートク
ラフトです。

クリスマス飾りの展示（主催：個人）

約670 名（同期間来場者数） ※参考来場者

約700 名（同期間来場者数） ※参考来場者

9月開催分と同様、女性を対象とし
たお灸教室 & 体験。ツボの探し方
やお灸の種類についての座学に加
え、背中に炭のお灸を置いたり、
棒灸で脚を温めたり、もぐさを直
接腕に乗せ温めるなどの様々なお
灸体験を行いました。

第2回 お灸教室＆体験（主催：個人）/1 20(木)
一般5名参加者

戝間さんが南河内のマン
ションのベランダから10年
間撮影し続けた空の写真と
アクセサリを展示しました。

（主催：個人）

/8 2(月) /8 31(火)～

/9 13(月) /10 10(日)～
お灸教室＆体験

約3800名（同期間来場者数） ※参考来場者
大阪府民カレッジは、地域密着型のカリキュ
ラムを構築し、富田林市をはじめ南河内地域
の歴史や文化などを座学、まち歩きにより総
合的に学び、地域愛の熟成を図ることを目的
に活動を行う NPO 法人。活動紹介と 5 期生
募集のための冊子の配架を行いました。

「大阪府民カレッジ
5期生募集 冊子」展示

（主催：個人）

/9 15(水) /3 31(木)～

/9 30(木)

11月末 12月～

/3 1(火) 31(木)～

令和 3年度
実施企画

令和3年度はKON ROOMを利用した、市民主体（個人・団体）の企画が 10件実現しました！
ご自身の趣味・関心やお仕事で培われたスキル、実績等を活かした、展示や教室、イベント、コンサー
トの多様な企画をサポートすることができ、私たちも嬉しく思います。
令和 4年度もたくさんのご応募をお待ちしています !!

裏面



留意事項 ※ご応募の前に必ずお読みください。

●映画や音楽を放映する場合は、ご自身で著作権などの

確認、届出をお願いします。
●飲食物を販売する場合は、ご自身で保健所への許可申

請をお願いします。
●その他、企画の実施に際し必要な許認可については、

ご自身で手続きをお願いします。

●火器の使用や飲食物の調理はできません。
●政治、宗教活動に関わる行為には利用できません。
●公序良俗に反する行為（他人を不快にさせるような反

道徳的、非人道的な行為）は禁止しています。
●食事および喫煙（敷地内禁煙です）はできません。

●利用にあたっては、∞KON ROOM管理運営スタッフ

の指示に従ってご利用ください。
●利用時間内・外の∞KON ROOMの善良な管理の元で

の事故などについては、∞KON ROOMでは責任を負い

かねますのでご了承ください。

●応募者ご自身が企画を主催される前提でご応募く

ださい。
●個人・グループいずれでも応募可能です。企業や営

利団体による応募も可能です。（ただし、営利目的の

場合は利用料金の 3 倍の額とします。）

実施主体

●企画が採用された場合、事務局と打ち合わせを経た上

で、企画の実現をサポートいたします。
●企画は、原則として、応募者ご自身が主催者となって

実施していだきます。
●マルシェ等販売メインの企画は、事前に事務局（∞KON 

ROOM）へご相談ください。

企画内容
禁止事項

その他

●企画の実施（施設の利用）にあたっては、必ず実施責

任者を会場に在駐させてください。
●入場者の整理や案内・受付などに必要な人員は、ご

自身で手配してください。

必要な人員配置

●ワークショップ等の開催を企画される場合、材料は原

則ご自身でご準備ください。
●来客者用のお茶・事務用品などは、ご自身でご用意を

お願いします。
●WiFi、机、椅子、プロジェクターは無料でお使いいただ

けます。ノート型 PC(Win) の貸出もあります（有料）。
●インクジェット複合機は 1 枚10 円でご利用いただけ

ます。

ご準備いただくもの

●備品・展示品などを搬入される場合は、あらかじめ種

類・数量・搬入期日などを打ち合わせ時に報告し、許可

を受けてください。
●利用時間内の備品、展示品は、ご自身の責任で適切な

管理をお願いします。

備品・展示品などの持込

各種許可について

裏面


