


こもガク祭開催の背景

１、新しい⼈が増えて、
本当の菰野町を知らない⼈が増えている

２、古くから住んでいる⼈達と、
新しく⼊ってきた⼈たちとの関係が薄い

３、菰野町の深さをもっとみんなに知ってほしい



こもガク祭開催の背景

菰野町をもっと知ることで、菰野の価値を認識して
関わる⼀⼈⼀⼈から

その価値を発信していけるようにしたい。

主体的に町のことを考える⼈を
増やしたい！



こもガク祭開催の背景

菰野町の
未来を続けるために
もっと菰野を学ぶ場

↓
こもガク



こもガク祭

“こものを学ぶ”をコンセプトに、町の⽣業や暮らし⽅をもっと知って
もらおうと2017年に始まった、⺠間事業者主体のイベント。⼩規模
な講座やワークショップが主体の「こもガク塾」と、⾷を中⼼とした
出展者による「こもガクマルシェ」が主なコンテンツで、これまで、
5回開催。2018年秋には(株)中川政七商店社とコラボーレションし、
4万⼈が来場。町全体を盛り上げた。





こもガク

①こもガク塾 ②こもガク伝売市
・ワークショップ
・オープンファクトリー
・オープンガーデン

・マルシェ
・ファーマーズマーケット



こもガク

①こもガク塾 ・ワークショップ
・オープンファクトリー
・オープンガーデン

町民全員が先生で、町全体が教室！

町内の至る所でワークショップや教室を開催します。
菰野町にはどんなデキゴトがあるのかを、参加者同士の

学び合いや気づきの中で知ってもらう体験型の学びの場です。



こもガク

料理研究家

パン屋

⼯芸

デザイン事務所

温泉旅館

体操クラブ

英語会話教室



塾：ワークショップ



塾：ワークショップ



塾：ワークショップ



塾：ワークショップ



塾：オープンファクトリー



塾：オープンファクトリー



塾：オープンガーデン



こもガク

②こもガク伝売市 ・マルシェ
・ファーマーズマーケット

菰野の素敵を伝えて売る市

菰野町で活躍する飲食店や雑貨屋を中心に、農・商・工・観が盛んな
菰野らしさを体験できるマルシェです。



②伝売市：マルシェ・ファーマーズマーケット



②伝売市：マルシェ・ファーマーズマーケット



過去の開催結果

2017年春： 7,000⼈
2018年春：10,000⼈
2018年秋：40,000⼈
2019年秋：10,000⼈
2020年秋：オンライン開催



過去の開催結果（2018春のこもガク塾来場アンケートより）

町内を中⼼に、来場者は県内在住



コンセプト

菰野でつなぐ。⼈と⼈。



コンセプト

キーワード「⼀次情報」
⽬・⽿・⿐・⼝・⽪膚の五感で、本⼈が実際に体験して⼿に⼊れた情報

見て、聞いて、嗅いで、味わって、触って
知ってもらうことに価値がある！



菰野でつなぐ、⼈と⼈

⼀次情報とは

内容のリアルさが、
圧倒的にちがう



菰野でつなぐ、⼈と⼈

① ⼀次情報の接点をつくる

② ⼀次情報で菰野町を知る⼈を増やす

③ ⼀次情報で発信できる⼈を増やす



こもガク

体験する

体験する

体験する

① ⼀次情報の接点をつくる



こもガク

体験する

②⼀次情報で菰野町を知る⼈を増やす

体験する

体験する

組子面白い！

料理のコツ
わかった！

和菓子体験
たのしい！

具体的に、

体験的に、

それぞれの

内容を知る。



こもガク

体験する

③ ⼀次情報で発信できる⼈を増やす

体験する

体験する

組子すごい！

体験による具体的な情報で伝えることができる。

料理教室
たのしかった！

和菓子
きれいだった！



菰野町に
⾏ってみたい！

と思ってもらえる状況をつくりたい



菰野町

菰野町で⼈と⼈をつなぎ、
菰野に興味を持ってもらえる⼈を増やしたい。



コンセプト

菰野でつなぐ。⼈と⼈。



実施コンテンツ全体像

2021



実施コンテンツ全体像

昨年はオンラインで開催しました。

① こもガク塾のオンライン開催
② こもガクチャンネルで、こもガク塾や菰野町紹介



実施コンテンツ全体像

2021年は
ハイブリット開催！
リアル開催×オンライン開催



実施コンテンツ全体像

参加・出展の仕⽅

① こもガク塾

② こもガク伝売市

1.リアル開催
2.オンライン開催
3.ハイブリット開催

リアル開催のみ



実施コンテンツ全体像

【開催⽇】
令和3年10⽉10⽇（⽇）

10:00〜15:00



こもガク会場

会場：町内全域

企画内容に必要な場所で、
屋内、屋外⾃由ですが、
開塾者様にて確保をお願いします。

コロナ対策として換気には⼗分
お気をつけください



実施コンテンツ全体像

コロナ対策
感染対策マニュアルを作成し、万全の対応をします

【 こもガク伝売市 】
ブース間の間隔規定
入場者数コントロールおよび制限
マスク着用、咳エチケット
消毒、検温カメラの設置
スタッフの検温実施
衛生管理強化/飲食禁止
など

【 こもガク塾 】
各塾で名前、検温、体調の把握
記録表の配布
店舗内換気
マスク着用、咳エチケット
消毒の設置
スタッフの検温実施
など



告知について



告知について

○来場者へ向けた注意喚起
○その時の状況に合わせた臨機応援な対応

コロナ対策



告知について

・開催告知のみ
・出店者情報はWebにて

■チラシの配布

・9⽉より随時告知開始
■ SNS告知



告知について

■公式Web
店舗情報の
掲載



告知について

■インスタライブor Youtube
当⽇の様⼦をライブ配信予定



告知について

告知についての勉強会開催

7⽉9⽇（⾦）18:30 PRについて

7⽉16⽇（⾦）18:30 オンラインについて



伝売市について



伝売市について

・マルシェ
・ファーマーズマーケット

菰野の素敵を伝えて売る市場

菰野町で活躍する飲食店や雑貨屋を
中心に、農・商・工・観が盛んな
菰野らしさを体験できるマルシェです。



伝売市について

募集概要

日時：令和３年１０月１０日（日） １０：００～１５：００ の間
会場：菰野町川北
内容：物販、ワークショップ、飲食
対象：県内店舗（ただし菰野町内店舗優先）

※全店舗 出展審査があります
※飲食、キッチンカーはテイクアウトメニューに限ります
※飲食スペースは設置しません



伝売市について

参加費

① 物販 出店料2,000円 ＋売上げの10%（自己申告）
② ワークショップ 出店料2,000円 ＋売上げの10%（自己申告）
③ 飲食 出店料3,000円 ＋売上げの10%（自己申告）
④ キッチンカー 出店料6,000円 ＋売上げの10%（自己申告）



こもガク塾について



こもガク塾について

・座学
・体験型教室/ワークショップ
・オンライン講座

町民全員が先生で町全体が教室！

“つくり手“の想い、技術を伝える。
たくさんの方に知って もらうきっかけに。
職人さんや農家さん、企業さん、
伝えたいことがある方向けの企画です。



こもガク塾について

募集概要

日時：令和３年１０月１０日（日） １０：００～１５：００ の間
会場：各塾開催地 ※換気に十分に気をつけてください
内容：各商店など専門性や特徴を生かした塾で体験企画、

またはZoom等を用いたオンライン企画です。
受講費：各塾で自由に設定してください

※問合せ・申し込みは各塾でご対応ください
※集客は原則として各塾で行ってください。
公式Webへの掲載、SNS告知補助、こもガク祭開催告知のチラシの
配布はいたします。



こもガク塾について

募集概要

対象：町内にて本店又は支店を置く商店などを有し、
趣旨に賛同し積極的に参加を希望する事業者

条件：・受講者の方への健康管理シートの記入
・感染症対策の徹底
・塾実施後、アンケートを提出すること



こもガク塾について

参加費

５０００円 ＋ 10月10日こもガク祭での売上げ10%
※

※去年参加でPR動画を制作しなおしたい方も②価格

（ PR動画を制作していない）

① 去年からの継続参加者（PR動画作成済み）

② 去年参加されていない参加者
10,０００円 ＋ 10月10日こもガク祭での売上げ10%



こもガク塾について

PR動画
各自で5分程度の体験内容、
雰囲気のわかる動画を
スマートフォンを使い
撮影していただきます。

こちらで1分程度の動画に
編集します。

ホームページなどで紹介動画
として活用いただけます。

※PR動画の撮影
７月２５日（月 ）までに
ギガファイル便にて提出ください



こもガク祭開催情報



こもガク応募締切

【募集締切り】
令和3年6⽉14⽇（⽉）



ちなみに

こもガク
クラウドファンディング

準備中



最後に

菰野町の未来の姿



最後に

3年後の姿

・菰野町の魅⼒を、菰野町の⼈が知る

・菰野町の魅⼒を伝えられる⼈が増える

・プチこもガクの定期開催



最後に

5年後の姿

・域外の⼈が、
定期的に菰野町を訪れるようになる

・新しい若者がマチに⼊り込む



最後に

８年後の姿

・新しい⽣業が⽣まれ、活気が⽣まれる

・菰野町を出て⾏った⼈が、
主体的にマチに関わるようになる。


