
「東ハリマくらし学校」公募講座
募集要項

東播磨生活創造センター「かこむ」で講座を開いてみませんか？
日々のくらしを今よりちょっと楽しくする

あなたの特技・経験・知識を活かした講座の企画を大募集！

▷東ハリマくらし学校は誰もが生徒にも、先生にもなれるシミン学校です。
つながる施設「かこむ」が学校の中心となり、毎日をちょっと豊かにする学びの場を作る取り組みです。
東ハリマくらし学校では、暮らしの楽しみ・東播磨の魅力・自分の意外な一面など、今まで気づかなかった新たな一面
を見つける楽しみを地域の皆さんに感じてもらいたいと思っています。
決まった役割に縛られず「教える」「教わる」を自由に行き来しながら、「学び」を通して生まれたつながりがあなたの
暮らしを今よりもっと豊かにしてくれるはず。そんな学校をかこむと一緒に作りませんか？

・　これまでの講座とは違う切り口でチャレンジしたい方

・　一緒に楽しむ仲間を見つけたいと思っている方

・　自分の活動をもっと広めていきたい！と考えている方

・　これから講座を始めてみたい、先生にチャレンジしてみたい！という方

・　kaco-LAB. に登録されている方が優先されます。・・・※1

・　かこむ創造フェスタで色んな人に活動を知ってもらいたい方

※１　かこむの登録制度「kaco-LAB.」にご登録の方は選考時に優先させていただきます。まだ登録されていない方は併せて
kaco-LAB. にも申請いただけます。この機会に登録をご希望の方は、kaco-LAB. 案内冊子と会員規約をご覧の上、kaco-LAB. 登録
申請用紙も併せてご提出ください。

【提出締切日：2019年 8月 5日 ( 月 )】

▷小さなチャレンジにトライする先生を募集します。
　「新しい資格を取得したので、資格を活かした講座を開きたい！」、「これまでは着付けを教えていたけれど、着物生活
の楽しみ方を伝えられるようになりたい！」、など、日頃活躍しているあなたも新たな挑戦の機会を探していませんか？
これまでの自身の活動をもっと広めていきたい、これまでの取り組みとはちょっと違うことにチャレンジしたい、一緒
に活動する仲間をみつけるために講座を開きたい、そんな方々を募集します。
採用されると、東播磨を盛り上げる東ハリマくらし学校の講座として「かこむ」が申込受付や一部広報サポートを行います。
あなたの特技・経験を「かこむ」で活かしてみませんか？

▷11月 9日 ( 土 )・10日 ( 日 ) に開催する「東ハリマくらし学校オープンスクール」で行う講座も募集します！
毎年約 3000人が来場するかこむ創造フェスタと同日開催で、東ハリマくらし学校を体験できるオープンスクールを開
催します！今回募集するのは 45分のプチ講座。東ハリマくらし学校の先生になる前に、まずはプチ講座で講座で開催
してみたい！色んな団体と一緒になって一つのイベントを作ってみたい！自分たちの活動をより多くの方に伝えていき
たい！そんな方にオススメです。45分のプチ講座であなたの講座を広めてみませんか？
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「東ハリマくらし学校」公募講座募集要項
共通項目

企画のご相談・問合せ：東播磨生活創造センター「かこむ」
〒675-8566 兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木 97-1（加古川総合庁舎内）
TEL：079-421-1136　　FAX：079-421-1148 　MAIL：kitene@kacom.ws　HP：http://www.kacom.ws/

企画のご相談・問合せ：東播磨生活創造センター「かこむ」
〒675-8566 兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木 97-1（加古川総合庁舎内）
TEL：079-421-1136　　FAX：079-421-1148 　MAIL：kitene@kacom.ws　HP：http://www.kacom.ws/

（１）講座開設に係る制限 
　天災などの事情により、事業の実施が困難になった場合は、センターが開設の中止等の措置をとる場合がございます。
　開催中止となった場合もセンターから講師へ講座開設及び準備に係る費用の支払は致しかねますので予めご了承ください。

（２）講座実施にかかる個人情報の取り扱い
　ご記入いただいた個人情報は、東播磨生活創造センター「かこむ」からのイベント等のご案内、東ハリマくらし学校の
　サービス向上以外の目的では利用いたしません。万一、当該目的以外の目的で利用する場合や、利用目的そのものを変更
　する場合は、事前に皆様にお知らせいたします。

東播磨楽しむ科 東播磨地域の魅力を再発見、発掘することで郷土愛を育み、地域を好きになるきっかけをつくる
クラスです。地域のことを自慢したくなるような内容の講座を募集します。
◆講座例） 意外と知らない ! ？加古川の歴史講座

日々の暮らしが楽しくなるような、学びや趣味をみつける、深めるクラスです。学びの中で、
一緒に楽しむ仲間を作っていけるような講座を募集します。
◆講座例）  自分好みを見つけよう ! コーヒーの味くらべ体験　

仕事に役立つスキルを学ぶ、様々な分野で活躍する人の生き方や働き方を聴く、など” しごと”
にまつわるクラスです。しごとのあり方を考えたり、スキルアップに役立つ講座を募集します。
◆講座例 ) 人付き合いのコツは自分の中にあった！カンタン自分診断

かこむの登録制度『kaco-LAB.』に登録している人向けのクラスです。地域で活動をしている
団体や、クリエイターの活動を応援する講座を募集します。※一般の方も受講可能です。
◆講座例） どうやったら伝わるの？デザインの秘密

東播磨での暮らしを充実させていき、暮らしをもっと楽しむことができるような、さまざまな講座内容を広く募集します。

（１）応募に必要な書類 
　① 公募講座申込用紙　1枚　【必須】
　※第 2クールとオープンスクールの講座は併せてお申込みいただけます。両方お申込みの方は全面にご記入ください。
　② 活動実績がわかる書類（チラシ・活動記録など）【必須】
　③ kaco-LAB. 登録申請用紙　1枚　 ※kaco-LAB. にご登録希望の方は、合わせて③の書類提出をお願いします。

（２）提出方法　※データでの送付を推奨しています。
　① 東播磨生活創造センター「かこむ」窓口に提出する。
　② メールに書類を添付して東播磨生活創造センター「かこむ」宛に送付する。　
　※件名を「東ハリマくらし学校公募講座申込み」にて送付お願いします。

（１）企画者と講師について
・　応募申込みを行う企画者と講師が異なっても構いません。ただし、企画者が全て責任を持って講座の実施をお願いします。
・　複数名で企画される場合は、広報に記載したい形で応募用紙に記入をお願いします。
・　講師は東播磨地域在住の方に限りませんが、東播磨地域で活動している方・活動を考えている方を優先させていただきます。
（２）実施できないもの
・　火器の使用・飲酒・喫煙を伴うもの
・　選挙活動、布教活動、その他公序良俗に反する内容のもの
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「東ハリマくらし学校」公募講座募集要項
［第2クール：10月～12月］

（１）開催場所
東播磨生活創造センター「かこむ」内で実施します。選
考が終了した時点で開催日程期間中に予約が入っていな
い、有料施設・たぱす（無料のイベントスペース）をご

利用いただけます。

（２）開催可能日程
10 月 8日（火）～12月 27日 ( 金 )
（３）開催に要する費用
有料施設での開催の場合、施設利用料のご負担をお願い
します。施設利用料は、選考通過後に行う打ち合わせ時
にお支払いいただきます。
※利用料金は右図をご参考ください。利用料金は「かこ
む」の利用規定に準じます。

（４）受講対象
子どもから大人、シニアまで企画内容に合わせて対象は

設定いただけます。

（５）参加費の徴収
必要に応じて参加費を徴収いただけます。参加費の上限は
ありません。たぱす（無料イベントスペース）ご利用の場
合は、たぱす利用規定に従い、材料費・準備費等含む
1,000 円以内であれば、参加費を徴収することが可能です。

9:00-12:00 18:00-21:00
＜有料施設＞　

1階

展示ギャラリー ̶ 1日　2,100 円

講座研修室 90 2,800 円 2,100 円

創作工房A( 料理 ) 24 1,500 円 1,900 円 1,000 円

創作工房B( 工芸 ) 36 1,800 円 1,300 円

2階

スタジオA 1,000 円 1,400 円

スタジオB 1,000 円 1,400 円 1,100 円

センター会議室A 900円 1,100 円

900円センター会議室B 900円

1,100 円

900円

音楽スタジオ
各時間 1,200 円

＜無料施設＞　

1階
9：00-21：00

※平日 9：00-17:00 は
スピーカー等の利用ができません。

定員
貸し出し時間

13:00-17:00
施設名

150

24

1,100 円

13:00-
15:00

2,100 円

̶

̶

1,300 円

̶

24

9:00-
11:00

たぱす

応募用紙を記入の上、メールまたは持参にて「かこむ」に提出ください。

応募締切り後、書類選考を行い、締切後1週間程度で選考結果をお知らせします。

8月20日 (火 )に東播磨生活創造センター「かこむ」にて、講座の実施日程・内容・場所・広報につい
ての打ち合わせ会を開催し、選考を通過した先生方と交流・意見交換の場を設ける予定です。
※この日にご参加いただけない方は別途日程を設けます。

かこむの各種広報媒体から、広報をします。詳細は『６-３．(１)広報』をご確認ください。
ご自身での広報もお願いいたします。

スタッフから参加申込者名簿・受講者アンケート・部屋の鍵等を受け取り、講座を実施してください。
詳細は『６-３．(2)講座受講者申込受付』をご確認ください。

開講座終了後 15 日以内に、打ち合わせ時にお渡しする「振り返りシート」を提出してください。振り返り

講座実施

講座広報

打合せ会

通知・選考結果

応募

（６）受講定員　
各施設の定員人数を上限とします。利用を希望される施設や内容により、受講定員を設定してください。ただし、ご自身が講座を開催
する際に対応が可能だと思われる人数で設定してください。受講定員を超える受講希望者がいた場合は、先着順で決定します。
（７）　講座時間
1 時間～3時間の間で設定してください。（※準備・片付けも含みます。）
（８）　講座開催の回数
開催日程の期間中に、1回～3 回まで開催できます。

15:00-
17:00

17:00-
19:00

19:00-
21:00

11:00-
13:00

＜ご利用いただける施設一覧＞
※株式会社等の営利団体または販売を伴う利用の場合は利用料金が 2倍になります。
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「東ハリマくらし学校」公募講座募集要項
［第2クール：10月～12月］

広報媒体 サービス内容 回数 実施期間

チラシ

1回

打合せ後に作成

講座一覧チラシ

1回

打合せ後に作成

HP

1回

打合せ後に登録

ＳＮＳ
（facebook など） 2回 １ヶ月前

１週間前

イベントページ
開設

̶

打合せ後に開設

BAN-BANテレビ
ガイド誌掲載

̶

毎月

（１）広報

「かこむ」が行っている東ハリマくらし学校の講座広報に、公募講座も掲載します。
※　かこむが集客を保証するものではありませんので、ご自身でも広報をお願いします。

（２）講座受講者申込受付
・講座受講者の参加申込み窓口は「かこむ」となります。
・ご自身で広報される際には、必ず「かこむ」が作成した申込みフォームまたは、QRコードをご利用ください。
・ご自身で参加申込み受付をされる場合も必ず、講座実施日に当日の参加者名簿を「かこむ」へご提出
　いただきます。

サービス名 対応内容 対応時期

申込受付 (窓口 ) 「かこむ」窓口にて講座受講者の参加申込みができます。

広報開始～

申込受付 (電話 ) 「かこむ」の電話にて講座受講者の参加申込みができます。

申込みフォーム作成
管理

①インターネットから申し込みいただける、申込みフォームを作成します。
②窓口・電話にて受付した申込みを、申込みフォームに記入します。

打ち合わせ終了後

QRコードの作成 読み取りカメラで読み込むと、申込みフォームへ移動する画像を作成します。

申込者名簿の作成 申込みフォームの受講者の名簿を作成します。 講座当日

申込人数の報告 開催１週間前時点で、申込人数の報告をお知らせいたします。 講座1週間前

アンケート作成
「かこむ」所定の講座アンケートを受講者に配布、集計します。
ご希望の方に集計結果をお知らせいたします。

講座後1か月以内

・1講座ごとの片面白黒チラシを作成、100枚「かこむ」で印刷します。
・チラシのカラーデータをお渡しします。
※kaco-LAB. 登録いただけると輪転機をご利用いただけます。

３ヶ月毎に東ハリマくらし学校の講座が一覧できるチラシを作成します。
「かこむ」や、兵庫県内の公共施設に配架します。

「かこむ」HPに「かこむ」主催講座としてイベント情報を掲載します。
文章・写真などは、選考通過後にご提出いただくものをそのまま掲載します。

「かこむ」のSNSアカウントから、講座情報を配信します。

「かこむ」のアカウントから講座の Facebook イベントページを開設します。
※Facebook ページでの参加表明は、正式受付にはなりません。
詳細は『６．(2) 講座受講者申込受付＜サービス一覧＞』をご確認ください。

一部の講座を掲載予定です。
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「東ハリマくらし学校」公募講座募集要項
［オープンスクール］

応募用紙を記入の上、メールまたは持参にて「かこむ」に提出ください。

応募締切り後、書類選考を行い、締切後1週間程度で選考結果をお知らせします。

かこむ創造フェスタ2019の打合せ会と同日に行い、イベントを一緒に盛り上げる講師・参加団
体との交流の場とさせていただきます。
　【第１回：８月３１日（土）１０時～１２時】
　・講座の開催日時、内容、広報などの詳細を決定いたします。
　【第２回：１０月５日（土）１４時～１６時】
　・オープンスクール当日の詳細説明、チラシ配布など

かこむの各種広報媒体から、かこむ創造フェスタと合わせて広報をします。
ご自身での広報もお願いいたします。

開講座終了後 15 日以内に、お渡しする「振り返りシート」を提出してください。振り返り

講座広報

打合せ会

通知・選考結果

応募

（１）開催場所
東播磨生活創造センター「かこむ」内1階・展示ギャラリー
で開催予定。
（２）開催日程 
11 月 9日 ( 土 )・１１月 10日 ( 日 )１０時～１５時３０分の間
（３）開催に要する費用 
施設利用料はかこむが負担します。
（４）受講対象
子どもから大人、シニアまで企画内容に合わせて対象は
設定いただけます。
（５）参加費の徴収
講座ごとの参加費は徴収いただけません。講座中の販売
もご遠慮ください。

東ハリマくらし学校の講座をプチ体験できることによって、多くの方に東ハリマくらし学校の魅力や講座について
体験してもらうイベントです！

オープンスクールを通じて、「東ハリマくらし学校とはどういう学校なのか？」「地域にこんなおもしろい講座がある
んだ！」と知っていただき、地域の方々に「東はりま暮らしを楽しむ」きっかけになればと考えています。かこむの年
に一度の大イベント「かこむ創造フェスタ2019」と同時開催をすることで、より多くの人に体験して貰える機会をつ
くります。通常の「東ハリマくらし学校」の募集とは条件が異なりますが、その分みんなでつくり、盛り上げていくイ
ベントになります。そんなイベントをかこむと一緒に作りましょう！

（６）受講定員　
最大３０名程度
（７）講座時間
講座時間は1枠45分間です。
講座ごとの空き時間が45分間ありますので、その間に
準備・片付けを行ってください。
（８）講座開催の回数
2日間のうち１講座のみ開催できます。
（９）募集枠数
４枠程度
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「東ハリマくらし学校」公募講座募集要項
［オープンスクール］

広報媒体

チラシ

HP 「かこむ」HPにオープンスクールのイベント情報として掲載します。
文章・写真などは、選考通過後にご提出いただくものをそのまま掲載します。

ＳＮＳ
（facebook など）

「かこむ」のSNSアカウントから、講座情報を配信します。

イベントページ
開設

「かこむ」のアカウントからオープンスクール全体の
Facebook イベントページを開設します。

（１）広報
かこむの各種広報媒体から、かこむ創造フェスタと合わせて広報をします。
※　かこむが集客を保証するものではありませんので、ご自身でも広報をお願いします。

実施期間

打ち合せ後に作成

打ち合せ後に登録

随時

打ち合わせ後に開設

（２）講座受講者申込受付
かこむ創造フェスタでは、気軽により多くの方にご参加いただきたいので、事前の講座受講者の申込受付はい
たしません。

東ハリマくらし学校オープンスクール・かこむ創造フェスタ、両方の情報
が乗った一覧チラシを作成します。講師ごとのチラシは作成いたしません。

サービス内容

10 年目を迎える 「かこむ創造フェスタ」 は、 かこむで活動する団体のみなさんが集い、 活動発表や団体同士の交流を通じて、
さらに活動が広がるきっかけになればとの思いから、年に一度開催しているイベントです。記念すべき第 10回目は「東ハリ
マくらし学校オープンスクール」と同日開催で行い、よりパワーアップした形へ。かこむ創造フェスタを通じて、一人でも
多くの方に「こんな取り組みがあるんだ！」 「こんな素敵な活動があるんだ！」 と知っていただき、「東はりま暮らしを楽しむ」
きっかけになればと考えています。東はりま暮らしの「楽しい」を広げていく、皆さんのご参加をぜひお待ちしています！
※かこむ創造フェスタと東ハリマくらし学校オープンスクール併せてお申し込みいただくことも可能です。

って？
2019

みんなでつくる・みんなで盛り上げていく年に 1回の「かこむ」のイベントです。

募集ジャンル

1 日あたりの参加枠数は下記の通りです。1団体で複数のジャンルに参
加いただくこともできます。出店時に借りることができる備品やステー
ジの出演時間、その他注意事項などは、別途申込用紙でご確認ください。
※かこむ創造フェスタ2019には kaco-LAB. 会員のみご応募できます。

ブース出店

ステージ

展示

26 枠／日
述べ 52 枠まで

10 枠／日
述べ 20 枠まで

10 枠
2 日間通して

手作り作品の展示、自団体の作品紹介

体験教室や講座、ワークショップの実施
のほか、手作り作品や飲食物の販売など

ステージでの音楽、ダンス、演劇、朗読、
読み聞かせなど

会場レイアウト予定

※昨年度の会場の様子は「かこむホームページ」（https://www.kacom.ws/）でご覧いただけます。
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