
2017年 2月 17日 

～with よしもとママ PROJECT「ママと！」～ 

－ママたちが“つながり”未来を変える－ 

全てのママのためのイベント『HAPPY MAMA FESTA』ゲスト情報のお知らせ 
～ 2017年 2月 24日（金）～26日（日）ナゴヤドームで全国最大級のママイベント！ ～ 

 

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』を開催いたします。 

前売り券も好評販売中です。出演ゲスト、イベントの内容が決定して参りましたのでここにお知らせいたします。 

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。 

 

■安心安全エリア新設！ 
 
今回の「HAPPY MAMA FESTA」では、防災などをテーマにした「安心安全エリア」を設け、実際にママたちが被災した際、家族を

どう守ればいいのか、イベントを通じて発信していきます。東日本大震災の発生からもうすぐ 6 年。昨年は熊本や鳥取でも地震に

よる被害が続きました。名古屋でも巨大地震が発生する可能性があると言われて久しいですが、災害への備えは出来ていますか？

子どもや家族の命を守るために必要な対策を学ぶセミナーやワークショップを開催するほか、ママの不安や疑問を少しでも解消で

きるよう「日本財団ブース」「防災ブース」で情報をお届けします。 

 

■ママ憧れのタレント、人気芸人らが大集合！  
 
新設の安心安全エリアにちなみ、スザンヌさんと「ママ防災」トークセッションを実施。熊本地震での体験をお話しいただき、

子どもや家族を守る術を話し合います。DAIGO さんはトークショーと自身初の絵本『ビッグフェイスくん』の読み聞かせを行いま

す！昨年に続き 2度目の出演となる千原ジュニアさんのステージもお楽しみに！！ 

 

 
 
 

 

 

 

 

スザンヌ(25 日)   千原ジュニア(25 日)  西野亮廣 (25 日)    DAIGO（26 日） 
 
 
 

吉本スペシャルお笑いステージには、実際に子育てに奮闘しているパパ芸人や人気若手芸人らが日替わりで登場します！ 

 

 

 
 

 
尼神インター(25 日) エグスプロージョン(26 日)   銀シャリ(25 日)    しずる(24 日)   タケト(毎日)    2700(24 日) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ニューヨーク(25､26 日) バッドボーイズ(24､26 日)  はんにゃ(24 日)     バンビーノ(24 日)      ミキ(24 日)  ゆりやんレトリィバァ 

（五十音順/敬称略） ･･･and more! 
 
 
全て 2017年 2月 17日現在の情報となります。出演者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。  

  ＜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 

 (24 日)  

 

DAIGO さん握手会、 

西野さんサイン会開催決定!! 

 

それぞれの絵本購入者を対象に 

限定人数実施します！ 



 

 
 
 
 
 

【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歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方は 
 当日窓口にてご購入の場合、当日入場料 1,000円 
前売り券: 販売中 
販売場所: ファミリーマート、サークルＫ、サンクス、中日新聞販売店、中日プラス（Pコード：990-764）ほか 
 

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 

企画協力： よしもとクリエイティブ・エージェンシー 

後  援： 内閣府、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、ＮＴＴドコモ、 

 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 

演出・制作： オガワジュンゾウ・クリエイツ 
 
イベント内容： 

【ステージイベント】 
   毎 日 ：吉本スペシャルお笑いステージ 

 24日(金)：パパ芸人ステージ、ハピママビューティーステージ ほか 

 25日(土)：スザンヌトークショー＆「ママ防災」トークセッション、キッズファッションショー、aaaチャレンジステージ ほか 

 26日(日)：DAIGOトークショー＆読み聞かせ、aaa×ハピママ キッズモデルオーディショングランプリステージ、 

キッズファッションショー、aaaチャレンジステージ ほか 
 
【フロアイベント】 

企業ブース出展、ハピママセミナー、安心安全エリア、食育エリア（ハピママ食堂、ハピママキッチン）、 

マタニティ＆ベビーエリア（ハピママ手形足形アート、ハピママベビーシャワー、マタニティ＆ベビーセミナー）、 

ビューティーエリア（ハピママビューティーサロン）、健康エリア（体力メンテナンスセミナー、健康チェックコーナー、 

ストレスチェックコーナー）、キッズエリア（レゴレンド、ボーネルンド、ハピママクラウンアート、ハピママブックスほか）、 

ハピママフォトスポット、キャラクターフォトスポット、イラストコンクール作品展示、 

 “ママの学園祭”ママ 100ブース（一般ママの手作り品販売、活動発表など） ほか 
 

 
キャラクターフォトスポットには、 
映画公開記念「仮面ライダーエグゼイド」「キュアホイップ」がやって来る！ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

「HAPPY MAMA FESTA」の詳細情報は、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）でも情報発信中。 
会場では LINE@友だち限定企画も実施します。 
 
全て 2017年 2月 17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。 

2017 年 6 月 3 日・4 日 

川崎での開催が決定!! 

「超スーパーヒーロー大戦」製作委員会 
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 AG・ 
東映©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

©2017 映画プリキュアドリーム 
スターズ！製作委員会 ･･･and more! 

エイベックス・アーティストアカデミー 
チャレンジステージ(25､26 日) 

NINè           CoCoPoP ･･･and more! 



 

 

 

 

『HAPPY MAMA FESTA』取材申請書 
必要事項をご記入の上、 2 月 21 日（火） までにご返信下さい。 

FAX返信先：052-221-0739 
 

HAPPY MAMA FESTA 実行委員会事務局 （中日新聞社会事業部）宛 
 

御社名  

貴紙・誌名 
番組名 

 

取材当日の 
代表者 

所 属： 

お名前： 

TEL  FAX  

携帯電話  

PC ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

ご取材予定日   ２４日(金) ・ ２５日(土) ・ ２６日(日)  ←ご取材予定日に○をつけてください 

ご同行者様人数 
（代表者様を含む） 

人 
ご同行者様 
お名前 

 

ご取材形態 
 撮影  （有  ・  無） 

記事のみ 
カメラ台数 

ムービー：              台 

スチール：              台 

掲載・露出予定日       月     日 （   ）  予定 

 

※ ご取材は、事前のお申し込みをいただけない場合、お断りさせていただく場合がございます 

※ 申請人数に変更がある場合には、2月 23日までにご連絡ください。 

※ 当日はお名刺をお持ちくださいますようお願い申し上げます 
 

【備考】 

その他、何かご希望

がございましたら、

ご記載ください 

 

 


