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　                                                      「つながるイベント～思いやりの輪を繋げたい～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　第一回イベント概要発表＆企画・実行委員会ミーティング

                                                                日時：２０１５年７月１３日（月）１９；００～



はじめに

社会のためになるような…といえば大げさかもしれませんが、
楽しいイベントを開催したい…面白いことをしたい…人が集まる場を作りたい…
そしてイベントを通して様々な市民活動公益団体のPR活動及び、
イベント開催地域に関わる方々の参加を募り地域社会貢献活動を行います。

大阪を拠点に繋がりませんか？ そんな「大阪盛り上げ隊」の主催する社会貢献活動型イベントです。
楽しくワクワクするような事をしませんか？ …何よりも大切なことは、市民活動公益団体のPR活動や地域社会貢献活動を行うには
様々な団体・企業・個人が繋がればスゴくないですか？ “ひと”が集まる場を作らなければなりません。
・・・そんな繋がりで、社会貢献できたらいいおもいませんか？ 「どうすれば“ひと”が集まってもらえるのか？」・・・を考えイベントを組み立てていきます。
・・・で、この活動をいろんな地域や場所に広げたい！！
そんな思いを「イベント」という形で実現できたらいいな～ ～イベント内容～

という思いで、妄想を手探りで実現するため立ち上げました!! ①「～つながるイベント～手づくりらんど」

・・・いろんな仲間を募って、いろんな事ができればとおもいます!! ハンドメイドマルシェやワークショップを中心に展示・販売及び参加体験型ショップを開催します。

是非、みなさまのご協力・ご支援いただきますよう 市民活動公益団体・開催地域に関わる方々と一般の出展者様、

何卒宜しくお願い致します。 そして参加していただくお客様がつながるイベントです。

②「バルーンアート」のワークショップや配布など“あそび”を使ったイベントを開催します。
バルーンアートで何か面白いもの・・・単に教えたり配ったりではなく、
子どもたちを中心に大人も一緒に協働して何かを作って楽しむイベントです。

③「プロレスリング紫焔」によるプロレスに関する様々なイベントの開催。
プロレスの試合はもちろん、グッズ販売やサイン会や、
プロレスラーと直接触れ合えるイベントを企画開催します。

そして、この３つがリンクして開催場所、開催地域、団体・企業も関わっていただくことによって
「おもしろい」ことをやりませんか？

・・・バルーンアートで子どもたちがマスクを作ってプロレスラーに被って試合してもらいませんか？
・・・リングって最高のステージです！！リングの上で何かしませんか？　等々…
音楽もよし、パフォーマンスもよし、プラスアルファに様々にアイデアを出しあって　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
作り上げていくようなイベントにしていきたいと思います。

子どもたちが集い、楽しみ、一緒に活動するイベントを目指します
“ひと”が集まるには子どもたちは欠かせないから・・・
そして、目標は“ひと”が集まりにくいところに、
“ひと”を集め活性化していく・・・そんなイベントを目指します

―　１　―



　　　「大阪盛り上げ隊」イベント開催 概要

【タイトル】

～まずは西成からや～

【日時】 ２０１６年３月２７日（日）
１１：００～１７：００　予定

（準備日） ２０１６年３月２６日（土）

【場所】 大阪市立西成区民センター

大阪市西成区岸里１-１-５０　TEL：０６-６６５１-１１３１

【主催】 「大阪盛り上げ隊」

ＮＰＯ法人 ますくまんず
ボランティア団体 Ａｓｏｂｏ！会
プロレスリング 紫焔

【後援】 認定ＮＰＯ法人 大阪ＮＰＯセンター 

【共催】 大阪市立西成区民センター
（指定管理者：一般財団法人大阪市教育振興公社）

【お問い合せ】 osaka-mori-mori@maskmans.org
―　２　―

「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊 １ｓｔ.」 西成ＤＡＳＨ！！
（Ｎｉｓｈｉｎａｒｉ　ＤＡＳＨ）



第一回イベント概要発表＆企画・実行委員会ミーティング

実行委員会について

色々な方のご協力を得て、「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊」 イベント実行委員会組織ディスカッション
のイベントの開催が決定しました。
イベント開催にあたり、決して一回きりの開催では無く
継続したイベントの開催と組織創りを行っていく・・・ イベントを開催・企画していくにあたって、どんな役割が必要か？

そして、事業として捉え、長期的な展開を目指します。 それぞれの役割を行う為にどのようなものが必要なのか？

最初はご負担・ご迷惑をおかけするとは思いますが その役割を分担するためにどのように組織を構築していくのか？

参加していただいた方皆様と共に起業する感覚で
実となっていくよう努力していきたいと思います。

イベント企画ディスカッション
本日のタイムテーブル　　(詳細は別紙参照)

１９：００ 「大阪盛り上げ隊」メンバー紹介 ホールで行う
西成区民センター松本様紹介 ・プロレスリング紫焔の無料興業～リングの設置

・ＮＰＯ法人ますくまんずで行う「手づくりらんど」
１９：１５ イベント概要説明 ・ロビーで行う飲食物の物販

を踏まえ、どんなイベントにしていくのか？
１９：３０ イベントディスカッション ホール・会議室・エントランス・1Ｆ・2Ｆ～会館すべてを使って

…それぞれの会場でどんなことをするのか？
…どんなことがしたいのか？
…そして、それぞれを繋げていくためにどうしていくのか？

２０：４０ 挨拶～次回日程 漠然としたもの～具体的なものまで
実現可能なこと～無理かもしれないことまで

２０：５５ 撤収 「こんなことがやりたい」を出しあいましょう！

―　３　―

(途中休憩含む)

イベント
概要発表

＆
企画・実行委員会

ミーティング



    　　　今後のスケジュール （案）

７
１３（月）

実行委員会★

月 １３日実行委員会準備～イベント概要大枠決定/各出展・協賛公募企画書・フライヤー作成

８
１０（月）

ミーティング
２３（日）
有馬視察

月 各企画イベント概要～大枠決定/出展者大枠確定～一般公募準備/PR用写真撮影

９
７（月）予定

ミーティング※
１４（月）

ミーティング

月 実行委員会開催/企業・行政他アプローチ/PR（マスコミ・HP作成・SNS等）/協賛募集開始

１０
１９（月）

ミーティング※

月 実行委員会開催/フライヤー・ポスター作製/ブース出展募集開始

１１
９（月）

ミーティング

月 イベント概要詳細決定/各部署での分科会開催

１２
１４（月）

ミーティング

月 「手づくりらんど」出展者一般公募

１
１８（月）

ミーティング※

月 実行委員会開催

２
８（月）

ミーティング

月 タイムスケジュール・イベント詳細確定/パンフ作成～実行委員会開催

３
１４（月）

ミーティング

月 　　　　　　「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊」西成区民センターイベント開催～2016.3.27（日）～　（2016.3.26（土）準備）
―　４　―



会場案内 ①

大阪市立西成区民センター
西成区民センターは、コミュニティ活動及びコミュニティ施設の運営を通じて心のふれあう連帯感豊かな町づくりを推進し、

区民の文化の振興及び福祉の向上並びに地域社会の発展に寄与することを目的に設置された施設です。

所在地： 〒557-0041 大阪市西成区岸里1-1-50

電話番号：06-6651-1131　　FAX番号：06-6651-1158

指定管理者：

アクセス

地下鉄四つ橋線「岸里」駅2号出口東へ1分

地下鉄堺筋線「天下茶屋」駅西出口南へ5分

南海本線・高野線「天下茶屋」駅西出口南へ5分

駐車場　無　

　　　　　 近辺に有料Ｐ（タイムズ天下茶屋駅前）があります

―　５　―



会場案内　②

　　　１Ｆ
エントランス ロビー ホール 　　　　定員：７００人 ホール

会議室1-1　　　　定員：３０名 会議室1-2　　　　定員：２４名 会議室1-3　　　　定員：３０名

　　　２Ｆ
会議室2-1　　　　定員：５４名 会議室2-2　　　　定員：４０名 会議室2-3　　　　定員：２０名 スタジオ　　　　　　　定員：８名

―　６　―



会場案内　③

　　～大阪市立西成区民センター図面～

※図面は配電図です。

―　７　―



    ホールレイアウト提案（イメージ） ＝１㎡ ～パターン①（例）～ ＝１㎡ ～パターン②（例）～

0. 5 0. 5 0. 5 0. 5

ワークショップ＆招待ブース↑ ワークショップ＆招待ブース↑

←イベント＆ワークショップスペース ←イベント＆ワークショップスペース

実行委員本部 0.9 実行委員本部 0.9

←イベント＆ワークショップスペース ←イベント＆ワークショップスペース

　　実況席↑ 　　実況席↑

←協賛ブース プロレスリング紫焔 プロレスリング紫焔

物販スペース　　↓ 物販スペース　　↓

↑リング ←協賛ブース ↑リング

↑　「手づくりらんど」スペース」…ハンドメイド
14.2 14.2

　　　　　　　　「手づくりらんど」スペース」…ハンドメイド 　　　　　　　　「手づくりらんど」スペース」…ハンドメイド

―　８　―



 施設利用案内

利用区分 附属設備利用料金（単位：円）

使用料欄「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後
又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。

単位

拡声装置A（ホール固定） 1式 1回につき 1650

拡声装置B（ポータブル） 1式 1回につき 950

ワイヤレスマイク（拡声装置A用） 1式 1回につき 1,050

マイク追加 1本 1回につき 350

調光設備 1式 1回につき 1,050

ボーダーライト 1列 1回につき 550

ホリゾントライト 1列 1回につき 550

サスペンションライト 1台 1回につき 350

シーリングスポット 1台 1回につき 350

サイドスポット 1台 1回につき 350

フットライト 1列 1回につき 1,050

ピンスポット 1台 1回につき 400

プロジェクター 1台 1回につき 550

９：３０ １２：３０ １３：００ １７：００ １７：３０ ２１：３０ ガスコンロ 1台 1回につき 150

持込設備電源使用料 1KW 1時間につき 200

絵画等展示パネル 1枚 １日につき 200

金びょうぶ 半双 1回につき 550

グランドピアノ 1台 1回につき 2,750

アップライトピアノ 1台 1回につき 1,650

CDラジカセ 1台 1回につき 150

MD/CDラジカセ 1台 1回につき 200

ビデオデッキ、モニター33型 1式 1回につき 600

ビデオデッキ、モニター21型 1式 1回につき 400

譜面台 1台 1回につき 300

指揮台 1台 1回につき 300

ひな壇 1式 1回につき 1,200

姿見 1台 1回につき 100

※「午前・午後」「午後・夜間」「全日」でご利用いただく場合は、 三面鏡 1台 1回につき 200

点検の時間も含めてご利用いただけます。 畳（1畳） 1畳 1回につき 200

※通常の場合です（今回は９時から入館させていただきます。） 畳（半畳） 半畳 1回につき 100

※通常料金です（西成区民センター様のご厚意により使用可能です。）

夜間 １７：３０～２１：３０

利用区分 時間帯

午前 ９：３０～１２：３０

午後 １３：００～１７：００

点検

午前・午後

午後・夜間

全日

９：３０～１７：００

１３：００～２１：３０

９：３０～２１：３０

早見表

午前

点検
午後

午前・午後

全日

使用料 備考

有線マイク1本付 音響卓

マイク1本

ワイヤレスマイク1本付き

舞台照明調節用卓

全9台  （3台1組）

全9台  （3台1組）

夜間

2-1用

3段

品名

点検 午後・夜間

―　９　―

全6台  （2台1組）

パネルサイズ120×180ｃｍ

6曲

ホール用

2-1用

MDLP非対応



  当日のタイムスケジュール

定員 9: 00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16: 00 17:00 ～21：30

1Fロビー 　 出展者準備                                　　　ブース出展                 

ホール（プロレス興行）

ホール（プロレスリング）

ホール（ステージ）

ホール（ステージブース）

１階 ホール（スペース）

ホール（ブース）

ホール(手作りらんど) 　 出展者準備                                　　　ブース出展                 

会議室1-1 30

会議室1-2★ 24

会議室1-3★ 30

会議室2-1 54

会議室2-2 40

２階 会議室2-3● 20

スタジオ 8

交流スペース※

…スタッフ入館 ★…会議室1-2、1-3は一部屋にすることが可能

※交流スペースは基本、物置になっています（備品置場として使用）

●…会議室2-3は会議用円形テーブル備え付け
―　１０　―

片付け

700

場所

プロレス試合



協賛について 　　　　　　 

   　　 「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊」は、イベントを通して地域と関わり    　    各種協賛をご希望の企業・団体は、「大阪盛り上げ隊」担当者と

   　　 社会貢献活動を行うため、実行委員会の活動をはじめ、    　    打合せをさせていただき、協賛内容を検討させていただきます。

    　　イベント全体がボランティアで企画・運営を行ないます。    　    確定的な協賛だけでなく、ご相談からお受けしておりますので、

    　   気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。

    　　「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊」に関わっていただける方々で創り出す

    　　自己発信型のイベントの開催を目指していますので、

    　　多くの方から協賛金を募り、広報・運営資金に充てていきます。 ≪お問い合わせ先≫

    　　そのためイベント開催に向け、イベント主旨をご理解いただき、

    　　是非、協賛にご協力の程よろしくお願い申し上げます。 協賛／協力／後援担当

    　　「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊」では、協賛頂ける方々に対し

    　　下記のようなかたちで協賛にご協力いただけるよう考えています。

　　　 　　　Ⅰ．「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊」と一緒に楽しいことをしませんか？

　　　 　　　Ⅱ．「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊」を一緒に育てていきませんか？

　　　 　　　Ⅲ．多くの来場者にPRし、おもしろくプロモーションを 行ってみませんか？  西村　　 佐原　　 石野

　　　 　　　Ⅳ．まちや団体、こどもたち、学生…いろんな人たちと出会い、

 　　　  　 　　　協力して、社会貢献活動を行ってみませんか？ 　　[　osaka-mori-mori@maskmans.org　]
                         ※お問い合わせはメールにてお願いいたします

ボランティア募集

        「おもしろい」 こと、しでかしませんか？
        「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊」 のイベントを盛り上げよう！

                ◆主旨                 ◆募集要項

                   イベント開催までを一緒に考え、行動し、                    ・イベントが好きな方

                   「おもしろい」アイデアで盛り上げていただき、                    ・イベントを通して「おもしろい」ことがしたい方

                   最後に達成感を一緒に味わいましょう。                    ・イベント運営側として関わってみたい方

                                   ・イベントに訪れる方々との交流に興味のある方
―　１１　―



                    ●「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊」アドバイザー

                        須貝　昭子 （特定非営利活動法人 市民活動フォーラムみのお 理事長）

                                                                      神藤　佳浩（阪南産業株式会社　代表取締役）

   大阪盛り上げ隊                                           .

                                                        ●大阪盛り上げ隊

                                                                隊長　石野　武彦 (ＮＰＯ法人ますくまんず　副理事長)

                                                                副長　キアイリュウケンエッちゃん (プロレスリング紫焔　代表)

                                                             　 副長　たけむぅー (ボランティア団体Ａｓｏｂｏ！会　代表)

                                                                      山本　佳史（大阪ＮＰＯセンター）

                                                                      有迫　幸樹（ａｒｃｏ ｉｄｅａｓ ｗｏｒｋｓｈｏｐ ）

                                                        ●大阪盛り上げ隊 アドバイザー

                                                                      前橋　誠士

                                                                      認定ＮＰＯ法人 大阪ＮＰＯセンター

                                                        ●共催

                                                                      大阪市立西成区民センター（指定管理者：一般財団法人大阪市教育振興公社）

                                                        ●主催

                                                                      ＮＰＯ法人ますくまんず

                                                        ●協力

                                                                      ボランティア団体Ａｓｏｂｏ！会

                                                                      プロレスリング紫焔

                                                        ●後援


