2016 年 12 月 19 日

第５回の開催決定！！

全てのママのためのイベント『HAPPY MAMA FESTA』開催のお知らせ
～

2017 年 2 月 24 日（金）～26 日（日） 於：ナゴヤドーム

～

HAPPY MAMA FESTA 実行委員会（構成団体：中日新聞社、テレビ愛知、ナゴヤドーム）は、
“ママの笑顔を増やすプロ
ジェクト”を推進する日本財団と共催、ママプロジェクト「ママと！」を進めるよしもとクリエイティブ・エージェ
ンシーと企画協力し、第５回となる全国最大級のママイベント『HAPPY MAMA FESTA』を開催することをお知らせいた
します。
「HAPPY MAMA FESTA」は 2013 年より開催し約 12 万人を動員したイベントで、本年も魅力たっぷりのママの笑
顔を増やすコンテンツをご用意いたしました。ご紹介・ご取材・コラボ企画などをぜひご検討くださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。

■ママがもっとキラキラ輝く社会をつくり、日本を元気にすることを目指します！
2017 年 6 月、川崎での開催が決定！
家族や女性を取り巻く環境の変化により「ママ」を取り巻く様々な問題がある一方で、
「育児」
「育自」に励むアクティブなママが急増しています。これらのママは家族も自分も HAPPY になる
ための生き方を模索しており「HAPPY MAMA FESTA」はそんなママたちを応援するためのイベント
です。ママたちが企業・団体等と手を繋ぐお手伝いや、育「児」育「自」に関わる企業ブース、
各種セミナーが立ち並ぶほか、お子様が楽しめるプレイコーナーや託児などもあり、家族全員で
気軽に来場しママが元気になれるイベントです。また、
「HAPPY MAMA FESTA」は、東海地方、
ひいては全国のママのネットワーク作りの基盤となることを目指します。ママサークルや育児支援活動などで活躍するママたち
「ママブレーン」にご意見番かつ参加者として企画立案や運営に関わっていただき、ママ目線のアイデアをもとに準備を進めてい
ます。また、名古屋で生まれた日本最大級のママイベント「HAPPY MAMA FESTA」が、9 月札幌で初開催！2017 年 6 月には関東では
初めてとなる川崎での開催が決定しました。詳細は随時、公式ポータルサイトや公式 Facebook で発信します。

■スザンヌさん出演決定！豪華ゲストが毎日登場！
スザンヌさんによるトークショーが決定！この他にも豪華ゲストや吉本のパパ芸人が毎日登場！
芸人によるお笑いライブなどで、会場を盛り上げながらも子育ての悩みや楽しさを来場者と共有します。
毎年好評のヘアアレンジが無料で体験できる「ハピママビューティーサロン」も引き続き実施！
元美容師ママの復職支援も行います。ママ大注目のステージとブースが盛りだくさんです！

■ベビーからキッズまで、ご家族揃って楽しめます！
ベビーシャワーやセミナーなど、マタニティ＆ベビー向けのコンテンツのほか、
「第 4 回ハピママランニングバイクカップ」の開
催や手形足形アート、キャラクターとの撮影会など、キッズが楽しめるコンテンツも多数ご用意しています。授乳・おむつ替えス
ペースも完備。ぜひご家族揃ってお出かけください！

全て 2016 年 12 月 19 日現在の情報となります。詳細は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。写真はすべて 2016 年開催時のものです。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
■中日新聞社 社会事業部

近藤、岸中

TEL: 052-221-0955

FAX:052-221-0739

e-mail:info@hmf-nagoya.com

招待券プレゼントについては別途ご案内いたします。また、企画タイアップのご提案もお待ちしております。

【HAPPY MAMA FESTA

開催概要】

開 催 日 時： 2017 年 2 月 24 日（金）～26 日（日） 3 日間
10:00～17:00（26 日のみ 16:00 終了）
会
場： ナゴヤドーム
（住所：愛知県名古屋市東区大幸南 1-1-1）
予 定 動 員 数： 約 120,000 人
集 客 対 象： ママ（すべての子育てをしている女性）とその家族
入

場

料： 一般（中学生以上）前売 1,000 円、当日 1,200 円
ペア券 1,600 円（前売のみ）
※65 歳以上と障害者手帳をお持ちの方および介護者 1 名は
当日窓口にてご購入の場合、入場料 1,000 円

【一般販売】
【販売場所】

2016 年 12 月 16 日（金）より
ファミリーマート、サークルＫ、サンクス（P コード 990-764）、中日新聞販売店、中日プラス

ほか

イベント内容： ファッションショー、トークショー、企業ブース出展、ママ 100 ブース、ビューティーエリア、
マタニティ＆ベビーエリア、キッズエリア、
「育児」
「育自」各種セミナー・ワークショップ、
健康エリア、食育エリア、防災エリア、クッキングセミナー、イラストコンクール作品展示
主

催： HAPPY MAMA FESTA 実行委員会（構成団体：中日新聞社、テレビ愛知、ナゴヤドーム）

共

催： 日本財団

ほか

企画協力： よしもとクリエイティブ・エージェンシー
後

援： 経済産業省、厚生労働省、愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、
愛知県歯科医師会、愛知県私立幼稚園連盟、岐阜県私立幼稚園連合会、三重県私立幼稚園・認定こども園協会、
愛知県私立保育園連盟、名古屋民間保育園連盟、岐阜県民間保育園連盟、三重県私立保育連盟、
愛知県商工会議所連合会、名古屋商工会議所、ＪＲ東海

協

賛： 豊島、エイチ・アイ・エス、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ、エイベックス・アーティストアカデミー、
ファミリーマート、近藤産興

「HAPPY MAMA FESTA」の詳細情報は、ハピママ公式ポータルサイト(http://happy-mama-fes.com/)、
公式 Facebook（https://www.facebook.com/happymamafesta）に随時アップしていきます。

公式ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ

どうぞご期待ください。
また、LINE＠の HAPPY MAMA FESTA 公式アカウント（@happymamafesta）でも
最新情報を発信するほか、会場では LINE@友だち限定企画も実施予定です。

全て 2016 年 12 月 19 日現在の情報となります。詳細は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI
開催日時：

2017 年 6 月 3 日（土）
・4 日（日）11:00～17:00（4 日は 16:00）

会

場：

ラ チッタデッラ(神奈川県川崎市川崎区小川町 4-1)

主

催：

HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 実行委員会

問い合わせ：

E-mail:event-info@citta-ent.co.jp

ハッピーママフェスタ事務局 行 （FAX０５２－２０９－６８３５）

広報用画像と読者プレゼント用招待券のご提供について
①貴社の媒体で「HAPPY MAMA FESTA 2017」をご紹介ください。
宣伝用画像（会場俯瞰写真、ハピママロゴマーク）はHPよりダウンロードいただけます。
http://happy-mama-fes.com/nagoya/press-list/
この他の画像がご入り用の場合はお問い合せください。
②プレゼント用招待券の申し込み
読者プレゼント用に、招待券をご提供いたします。 ※１月中の発送になります。
希望枚数（１媒体10枚まで）をご記入のうえ、FAXでお申し込みください。
※また、貴媒体とタイアップできるようなことがありましたら、ぜひともご提案ください。
１）貴紙・誌名（ウェブサイトの場合はURLもご記入ください）

２）会社名（ふりがな）

３）担当者ご氏名（ふりがな）

４）プレゼント用チケット希望枚数
枚（１媒体10枚まで）

５）掲載予定号

６）発行（売）予定日

７) 発行部数
部

８）ご住所
（〒
９）TEL

－

）
10）e-mail

FAX
＊通信欄

◎なお、掲載紙を下記まで、お送りいただきますようお願いいたします。
問い合わせ 【イベント内容】

【招待券プレゼント】

中日新聞社 社会事業部
〒460-8511 名古屋市中区三の丸1-6-1
担当：近藤
TEL:052-221-0955 FAX:052-221-0739
e-mail: kondou.m@chunichi.co.jp
ハッピーママフェスタ事務局（サンドロット内）
TEL:052-209-6818 FAX:052-209-6835

