
五感を刺激する公園での時間。
昼過ぎから、夕暮れ、夜の始まりのひと時、
金剛中央公園でゆっくりくつろぎませんか。

五感を刺激する公園での時間。
昼過ぎから、夕暮れ、夜の始まりのひと時、
金剛中央公園でゆっくりくつろぎませんか。

詳しくは
https://kongo-lab.com

協力：富田林市、金剛マルシェ実行委員会、富田林じないまちシネマプラス実行委員会主催：

参加費無料

※販売、火器の利用は不可。 
※公園でしたいことに必要な物の手配は参加者各自。 

「いただきます みそをつくるこどもたち」
〈上映作品〉

テントを張ってデイキャンプ、シートを敷
いてピクニック、好きな飲み物や食べ物を
もってきてチェアリング、ボール遊びなど、
空間を自由に使って楽しみましょう。

PARK PICNIC

パークピクニック

14:00　20:00 参加費無料 要参加費

富田林のお店を中心とした、南大阪の食（軽
食、お菓子、クラフトビール等）や雑貨等
を集めたマルシェ。夕暮れから夜の始まり
の公園でのひと時を演出し、五感を刺激す
る、食と音楽と体験。

※飲食・雑貨販売、体験は有料です。
　売切れ次第終了します。　

14:00　18:00

TWILIGHTマルシェ

「こどもの食」をテーマに、五感を刺激する
野外上映会を開催します。
※雨天の場合は、富田林市金剛団地中央
集会所（２階）で上映。

18:00　19:15

KONGO OUTDOORシネ
マ

第6回シネマプラス上映会

どなたでも自由に参加できます

同日、金剛銀座街商店街にて、ハロウィーンパーティー in金剛マルシェ～地場産野菜市～が開催されます！
仮装参加のお子さんには、先着順でおかしプレゼントあり！〈開催時間 11:00～16:00 〉

要申込：定員 30人

14:00　20:00
19:15

公園で

こんなことできるなんて！
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～五感で楽しむくつろぎ時間～
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※雨天、及び緊急事態宣言発令中の場合は中止。
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※駐車場はありません。
自転車は主催者が指定する場所に停めてください。

※駐車場はありません。
自転車は主催者が指定する場所に停めてください。



問合せ
∞ KON ROOM（運営事業者：株式会社ダン計画研究所）

富田林市寺池台一丁目 9番 70号 S3 号棟（市役所金剛連絡所北側）TEL：070-4007-0190 ( 平日 10時～ 18時 )

「こどもの食」をテーマに、五感を刺

激する野外上映会を開催します。

※雨天の場合は、富田林市金剛団地
中央集会所（2階）で上映。

公園でこんなことできるなんて！ vol.3Day
デー

土五感で楽しむくつろぎ時間

14:00　18:00

TWILIGHTマルシェ

inco 堂 植物園
金剛地区にある店主がタネまきして
育てたおもしろ植物（熱帯･多肉･塊
根･珍奇植物など）のお店です。
ユーフォルビア、アガベ、パキポディ
ウム など、魅力的な植物の世界をお
届けしたいと思います。ぜひお立ち
寄りくださいませ！

Inco 堂

cafe-yu
富田林えびいもコロッケとえびいも
コロッケパン (地元農家野菜コリン
キーのピクルスとコロッケ下にはゆ
でキャベツにオレンジタルタルソー
ス体の中からキレイにと考案した
ビューティーカツソース入り・限定
数販売 )　とHOTな coffee

さとやまブランド
大阪と和歌山のさとやま再
生、過疎化した農地や果樹
園を再活用！無農薬で安心
な季節果物をご賞味くださ
い。食育プロジェクト・農
園では四季折々の野菜の収
穫体験を実施中！

cafeyu.1107 さとやまブランド

イトヲ菓子
葡萄の産地、柏原市で収穫された葡
萄を自家製でドライレーズンに加工
しています。そのレーズンを使った
焼菓子数点と、カラダに優しいシフォ
ンケーキをお届けします。

jun.sakai_gogos 道の駅ちはやあかさか
大阪唯一の村 千早赤阪村 日本一かわいい道の駅
です。森の恵みと村の小さな作り手たちで創る、
人にも地球にも優しいくるくる ワクワク道の駅
廃材でDIY改装しています。EAT VILLAGE 
THINK THE WORLD! 当日は、村野菜や村の
加工品、金剛山ビールを提供します。9時～17時 
火休 (祝日は営業 )

chiaka_michi

ぶぷれ BUPLE
富田林寺内町でお花の教室をして
います。ぶぷれBUPLEです。当
日は、ハロウィンアレンジとドラ
イハーブボトルづくりをみなさま
に楽しんでいただこうと思います。
ハーブティー、スパイスボトル他
の販売もします。

buple

人口芝を敷いた、寝転がってゆっ
くり過ごすエリアを当日限定で設
置します。寝転がって休憩したり、
ボードゲームをして楽しみましょ
う！
主催：∞KONROOM

14:00　18:00

ゴロゴロエリア

申込不要 参加費無料

KZCHANNEL
コードメロディスタイルの
ジャズソロギターと、枯れ
たボーカルのジャズデュオ
をお楽しみください。

DJ BOO & DJ LambChop (from Nostalgia)
Vinyl（アナログ盤）にこだわり、Soul Music を軸に
Disco Reggae HipHop まで幅広く選曲。大阪市内を
中心に活動。毎月第一土曜日に東心斎橋BarIppuku で
開催されるVinyl Only Party ” Nostalgia” をチェック。

14:00　18:00

ゆったりCafeタイムLi
ve

参加費無料

nostalgia_vnl1218KZCHANNEL

今話題のフィンランドで生まれた
老若男女が楽しめるアウトドアス
ポーツ「モルック」。モルックを
投げ、一番早く 50 点ピッタリに
なったチームが勝ちです。みんな
で楽しい時間を過ごしましょう。
主催：∞KONROOM

15:00　17:00

モルックで遊ぼう！

@金剛中央公園

申込不要 参加費無料
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KZCHANNEL

DJ BOO & DJ LambChop (from Nostalgia)

高校生までの
子ども無料

参加費

1000円

18:00　19:15

KONGO OUTDOORシネ
マ

第6回シネマプラス上映会

よく食べ、よく遊ぶ、 元気な子どもに育てたい。
子育てのヒント満載のエンターテイメント。
福岡県、高取保育園。 そこには、まるでタイムトリップしたような、懐かしい日本の子育てが
ありました。 裸足で駆け回り、 竹馬で遊び、自分たちが飲むみそ汁のみそを毎月 100 キロつく
る子どもたち。 元気な子どもに育てるヒントにあふれています。笑って、泣いて、ほっこり癒
される、子育てエンターテイメント ! 全国の劇場で公開された 「劇場版」 の自主上映会です。

「いただきます みそをつくるこどもたち」〈上映作品〉
（2017 年 / 日本 / 監督・撮影・編集：オオタヴィン /75 分）

お申し込みは
こちら

〈定員 30人〉
要申込

※空きがあれば
当日参加も可

　　　　　ハロウィンアレンジ (体験 )
〈時間〉14:30～ / 16:00～  ( 各回 1時間 )
〈参加費〉2500 円  〈定員〉各回 6人
※空きがあれば当日参加も可

　　　　　ドライハーブボトルづくり
〈時間〉14:00～18:00〈参加費〉800 円

申込不要

要申込

〈持ち物〉いす、敷物、防寒具など

Instagram LINE

InstagramDMもしくはLINEにて
必要事項 (お名前･参加人数 )をお送りください。

〈申込方法〉


