
 

　

　

                                                    「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊 1st.」 西成ＤＡＳＨ！！
                                                    ～まずは西成からや～　　　 （Ｎｉｓｈｉｎａｒｉ　Ｄａｓｈ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２回イベント概要発表＆企画・実行委員会ミーティング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）

                                               日時：２０１５年９月１４日（月）１９；００～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 場所：西成区民センター　会議室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〒577-0041 　大阪市西成区岸里1-1-50

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　企画・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



はじめに

イベント趣旨 『主催者も来場者も楽しめる″面白い事″をやろう！』

西成DASH開催コンセプト 『イメージを変える！ 皆で作る面白い地域振興イベント』

大阪盛り上げ隊が目指すイベントは主催者も来場者も双方が楽しめるイベントに
する事を目標としています。
殆どのイベントは来場者が楽しむ為の内容を重視しており、その為主催者側や
ボランティアスタッフ等はイベントに参加するというよりも、仕事に近い感覚でイベ
ント運営を携わっているのが現状です。
その為、来場客数や売上高により今後幾ら来場者にとって面白く、楽しいイベントで
あったとしても、昨今の財政難の影響やスタッフのモチベーション低下が原因となり
長続きし難い状況を引き起こしています。
そこで我々が目指すイベントのイメージとして「学祭」の様な主催者も来場者も双方
が楽しめる、やりたい事をやるといったイベントを考えております。
大阪盛り上げ隊のメンバーは、一人一人が様々な団体やイベントに参加・出展して
いますが、全員が自身のやっていて楽しい事に関してのイベントに参加してきました。

今回、隊を結束しイベントを立ち上げる理由は、それぞれの想いややりたい事を一
つの場所で来場者が全部を楽しめる、面白い事をしたいと思ってもらうために発足
致しました。
社会貢献や一企画だけイベントではなく、主催者もやりたい事をやり、来場者もそ
の場にある様々なやりたい事をする。これこそが、我々は本当の意味でのWIN-WIN
だと思っています。
その為、企画段階より様々な団体や考えの人が集まり、個々に違う色のイベント色
を合わせたイベントを計画しております。
全員が楽しめる、すべてをひっくるめた″面白い事″をやろうという思いがあります。
その為「学生時代の学祭」の様な各クラス毎に違ったやる側も来場者も楽しめる内
容のイベントにしていきたい、そう思っております。

このイベント自体のターゲットは、地域に住まれている方々全員となりますが、その
中でも子どもが主役になれる方向性を基点として取り組んでいます。

目標にも掲げている″来場者も楽しむ″という事をするに当たっては、まず子どもが
安心して全力で遊べる・楽しめる場所＝子どもが主役になれるイベントで無ければ、
家族も安心して楽しむ事が出来ませんし、この″安心″という要素がない限り、子
どもや家族は勿論、来場者全体が楽しんで頂く事は不可能だと思われます。
このターゲットと″安心″という要素を踏まえ、若い世代から大人の世代全体まで楽し
める、学祭の様なイベントを行いたいと考えております。また、年代を越えて楽しめると
いう事は、家族だけでなく地域との繋がりを形成する要素にもなり、地域振興にも繋が
ります。
昨今の地域社会の問題の一つとして、若者は仕事の忙しさやメリット不透明さを理由と
して、地域社会に参画する事や興味を持つことがなくなってきており、若年層と中高年
層との関わりが浅く、地域内での溝が深くなってきております。
そこで、祭りという年代を越えて楽しめるイベントを通じて、色々な″面白い事″がある
その場を使って、少しでも地域活動自体も盛り上げる、地域振興のために尽力されてい
た方達とこれまで関わりを持つことの無かった人々を繋ぐ一つの懸け橋になり、双方の
理解や溝が少しでも埋まる要因になればとも思っております。

合わせて、西成区は少なからずの人々とからは「特殊なエリア」と見られる事がありま
す。
この「特殊なエリア」というイメージを打破する為にも、開催地となる西成区だけでなく近
隣区からも参加者を集えるようなイベントに盛り上げていく事も視野に入れております。

その為、今イベント開催に先立ちコンテスト形式のイベントやメディアや共感して頂ける
著名人参加によって、他区域の人々にも集まって頂き、西成区の「特殊な」というイメ
ージを「楽しい、面白い、親近感がる」と理解して貰えるようにより多くの人が集まる
イベントにしていく必要性があります。

多くの人が集まる、結果として全員が″面白い″と思えて、来る途中も参加後もワク
ワク出来る様な色んな事が楽しめるイベントにしたいと考えています。

世代を超えて主催者も来場者も全員が楽しめる″面白い事″を行って、
                    開催地域を中心に皆が盛り上がるイベントを行おう！
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　　　「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

「ＯＳＡＫＡモリアゲ隊 １ｓｔ.」 西成ＤＡＳＨ！！
（Ｎｉｓｈｉｎａｒｉ　ＤＡＳＨ）
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    　　　今後のスケジュール

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

９
7（月）

ミーティング
１４（月）

実行委員会★

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）/イベントプログラム大枠確定/

１０
５（月）

ミーティング※

月 フライヤー・ポスター作製//PR用写真撮影？/協賛募集開始/一般公募準備～ブース出展募集開始

１１
９（月）

ミーティング
日程未定

実行委員会★

月 実行委員会開催/イベント概要詳細決定

１２
１４（月）

ミーティング

月

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）
―　３　―



役割 担当

総括 石野 全体の総括　各パート間調整 準備会議の設営と運営 開催地及び周辺地域との連携 資金調達、スポンサー折衝 スポンサー管理、露出方法

企画 全体プログラム作成 各プログラムの企画 会場のレイアウト

運営進行 当日進行シナリオの作成 タイムスケジュール 受付 警備、導線計画

出展ブース 公募及び受付窓口 ブース出展者との折衝 説明会の実施 ボランティア募集管理

広報渉外 有迫 マスコミ媒体との交渉折衝 配布物作成 HP,SNS作成更新 当日配布物作成

会場設営 神藤、有迫 ブース設営 会場との折衝 許認可対応 備品調達

会計 神藤 資金管理 予算作成 決算管理

佐原

本部団

プロレス

ブース

受付

警備、案内

渉外マスコミ

苦情対応

会場設営

音響照明

備品管理 インカムなど

―　４　―

　　　　役割・組織

準備段階組織

西村

当日組織

全体進行管理

何かクレームがきた時の対応

ブース設営、撤収担当

会場の音響、照明の管理

必要備品の管理

リングで行われる企画の管理

ブース、会議室での企画の管理

受付担当

当日警備、案内

マスコミなどの対応



  当日のタイムスケジュール

定員 9: 00 10:00 16: 00 17:00 ～21：30

1Fロビー 　 出展者準備                                　　　ブース出展 （飲食）                

ホール（プロレス興行）

ホール（プロレスリング）
開会
式

リン
グ

閉会式

ホール（ステージ）

ホール（ステージブース）

　 出展者準備

ホール（ブース） 　 出展者準備                                　　　ブース出展                 

会議室1-1 30 　 出展者準備

会議室1-2・3 54 　 出展者準備

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

15:00場所 11:00 12:00 13:00 14:00

700

プロレス試合 プロレス試合

プロレスリング鑑賞

１階 ホール（スペース）
バルーンアート配布

―　５　―

子ども向けハンドメイド＆ハンドメイドワークショップ（予定）

紫焔
フィットネス

肉体改造教
室

片付け

Asobo!会バルーンワーク



会場案内　

　　～大阪市立西成区民センター図面～

※図面は配電図です。 ―　６　―



    ホールレイアウト提案（イメージ） ＝１㎡ ～パターン（例）～ 出展数・ブースの大きさなどはあくまでも例です
0. 5 0. 5 0. 5 0. 5

↑イベント＆ワークスペース ↑イベント＆ワークスペース

ステージ ステージ

実行委員本部 0.9 実行委員本部

実況席↑ 実況席↑
↑イベント＆ワークスペース ↑イベント＆ワークスペース

プロレスリング紫焔 プロレスリング紫焔

↑リング
物販スペース　　↓

↑リング
物販スペース　　↓

←協賛ブース ←協賛ブース

↑イベント＆ワークスペース ↑イベント＆ワークスペース

14.2

出展ブーススペース

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

―　７　―



 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。）

利用区分 時間帯

午前 ９：３０～１２：３０
品名

午後・夜間 １３：００～２１：３０
全9台  （3台1組）

全9台  （3台1組）

備考

有線マイク1本付 音響卓

午後 １３：００～１７：００
マイク1本

ワイヤレスマイク1本付き

使用料

夜間 １７：３０～２１：３０
舞台照明調節用卓

午前・午後 ９：３０～１７：００

全日 ９：３０～２１：３０
全6台  （2台1組）

早見表

点検

点検

午前
パネルサイズ120×180ｃｍ

午後
6曲

ホール用

夜間
2-1用

午前・午後
MDLP非対応

―　８　―

2-1用

点検 午後・夜間

全日
3段



        　●「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）

                                                                ＮＰＯ法人ますくまんず

   大阪盛り上げ隊                                           .

                                                            ●大阪盛り上げ隊

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

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

                                                                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

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

                                                            ●主催

                                                                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）

                                                            ●協力

                                                                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
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