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はじめに 

  

2013年11月9日(土)に名古屋市のオアシス21・銀河の広場にて

『HAPPY MEETS×ママまつり 2013 in 名古屋』開催！ 

約3,300組8,200名の親子にご来場頂き、 

大盛況で幕を閉じました！ 
 

『ママとママ、企業、行政、NPOがつながるリアルイベント』をコンセプトにした【HAPPYMEETS × 

ママまつり 2013 in 名古屋】が11月9日(土)にオアシス21・銀河の広場で開催され、延べ

3,300組、約8,200名のママと子どもたちが訪れました。たくさんのママブース、企業ブースやス

テージコンテンツが行われ、多くのママ、子どもの笑顔に出会える場となりました。 
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開催概要 
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●イベントタイトル HAPPY MEETS×ママまつり 2013 in 名古屋 

●開催日時  2013年11月9日（土）11:00～16:00 

●会場 〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目11番1号 

●入場料 無料 

●企画・運営 ママモエンタテインメント 

●主催 一般社団法人Stand for mothers / NPO法人チルドリン 

●特別協力 公益財団法人 日本財団 

●後援 消費者庁 / 林野庁 / 資源エネルギー庁 / 愛知県 / 名古屋市/ 

         公益財団法人 母子衛生研究会 / 中日新聞社         以上 順不同・敬称略 

●メディアパートナー雑誌「I LOVE mama」(インフォレスト㈱)/ Hug Mug   以上 順不同・敬称略 

●協力       teniteo    

 

●ステージ出演   河村たかし 名古屋市長 / 木村真樹 あいちコミュニティ財団代表理事 / 

             名古屋おもてなし武将隊「元気！」  

                     日菜あこ / 細澤渚 （雑誌「I LOVE mama」専属モデル /  

                         宮本忠博 / Twinkle / Dance Studio SXIP     以上 敬称略・順不同 

●ママカレッジ出演者  小菅隆太（日本愛妻家協会主任調査員） 

               柴田朋子（JUNO代表 キャリアカウンセラー） /  

               長田絢（株式会社JapanFoodExpert ） 

                              日菜あこ（ママモデル / メンタルケアスペシャリスト） 以上 敬称略・順不同 
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会場について 

名称：オアシス21 銀河の広場 
所在地： 〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目11番1号 
TEL：052-962-1011 
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会場MAP(屋内) 



出展企業・団体 
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協力企業・団体 

以上 順不同 

以上 順不同 

（なごや子どもとつくる基金） 



開催概要（ママ出展者一覧） 
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ブース 
番号 

出展名 

1 JOLIE ANGE 

2 
ハンドメイドshop”ぷち姫” 

3 

4 元祖お顔ほぐしサロン&教室 花&チーム花 

5 ベビーフォトDEAR STUDIO 

6 ヒーリングルームSofia 

7 gimmel 

8 ACランド 

9 ママスタート・クラブ 

10 てづくりこどもふく ｋｏ＊ｙｕｋｉ 

11 カウンセリングルーム＋smile（プラススマイル） 

12 プチプラインポート子供服 

13 オリジナル絵本ピクトゥス 

14 
un loto azul 

15 

16 Carafull honey 

17 出張ボディケアサービス たんぽぽ 

18 エステティックサロンＭｏｕ 

19 Diamond Girl 

20 （社）日本コミュニケーション機構 

21 ライフオーガナイザーズ名古屋 

22 ハンズカイロプラクティック 

23 ヨサパーク 潤葉 

24 YOSAPARK Brilliant 

25 カイロプラクティック シエラ 

26 サロンドコウ 

27 がんばるママの心応援サポーター 

28 NCN (西川キャンベルなおみ） 

29 にじいろかん 

30 いんたーなしょなるびゅーてぃー 

31 モーハウス 

32 スリール 

33 はなおやこ☆親子教室すきっぷ 

34 Color&Fragranceart 

35 しあわせ工房sachi 

36 Yellow Heart 

37 

Bodymake salon HONAMI 
38 

43 

44 

39 
チームくれよん 

40 

45 ベビーサイン協会 



タイムテーブル 
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12:30-13:30 



ステージ 
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また、HAPPY MEETS恒例の抽選会やじゃんけん大会を行いました。 

今回のイベントにはスペシャルゲストとして、あいちコミュニティ財団の代表理事、木村真樹さんとともに、 
河村たかし名古屋市長にご出演いただきました。 

キッズアイドル、Twinkleのステージでは、宮本忠博さんもご出演いただきました。また、名古屋おもてなし
武将隊から「元気！」さんにもご出演いただきました。 

ママたちプロデュースによるステージではキッズダンスやベビーサインなどを展開しました。 



企業・行政・NPOブースエリア 

9 

株式会社ナック 様 

日本生命保険相互会社 様 teniteo 様 

森永乳業株式会社 様 

カーキュート 様 Hug Mug 様 

企業、行政、NPOブースではママにとって、子どもにとって嬉しいコンテンツを 

それぞれご展開いただきました。 



企業・行政・NPOブースエリア 
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あいちコミュニティ財団 様 

株式会社ベネッセコーポレーション 様 株式会社ラジカルラボ 様 

中日新聞社（HAPPY MAMA FESTA）、 
（ドームやきものワールド） 様 

レック株式会社 様 片岡物産株式会社 様 

企業、行政、NPOブースではママにとって、子どもにとって嬉しいコンテンツを 

それぞれご展開いただきました。 



企業・行政・NPOブースエリア 
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NHK（カリスmama） 様 

消費者庁 様 愛知県 様 

NHK（カリスmama） 様（収録ブース） 

ワールドファミリー株式会社 様 Be・Escort 様 

企業、行政、NPOブースではママにとって、子どもにとって嬉しいコンテンツを 

それぞれご展開いただきました。 



企業・行政・NPOブースエリア 
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ソニー生命保険株式会社 様 

企業、行政、NPOブースではママにとって、子どもにとって嬉しいコンテンツを 

それぞれご展開いただきました。 

TORCH 様 

株式会社 みんなのウェディング 様 日本財団（ポストツリープロジェクト）様 

NECパーソナルコンピュータ株式会社 様 全体の様子 



どーもくん うさじい！ アブナイカモ 

企業・行政・NPOブースエリア 
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I LOVE mamaスナップエリア 林野庁 様 木育エリア 

出演キャラクター 

企業、行政、NPOブースではママにとって、子どもにとって嬉しいコンテンツを 

それぞれご展開いただきました。 

また、会場内をNHKのキャラクター、どーもくんや、「笑っチャオ！」のうさじい、 

消費者庁の「子どもを事故から守るプロジェクト」の「アブナイカモ」にもグリーティン
グしていただき、ママたち、子どもたちから注目を集めていました。 



日本財団「ママプロ」 ママカレッジ 公開講座 
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日本財団様のママを笑顔にするプロジェクト、「ママプロ」による、ママカレッジがこの日、はじめて開講されま
した。初の公開講座の講師として、河村たかし名古屋市長と、名古屋市とともに「なごやこどもとつくる基
金」を立ち上げた、あいちコミュニティ財団代表理事の木村真樹氏にご登壇いただき、基金の説明とPRを
していただきました。 
出演者：河村たかし 名古屋市長 / 木村真樹 あいちコミュニティ財団代表理事 / 日菜あこ 



Stand for mothers / ポストツリー ステージ 
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また、Stand for mothersのステージでは、日本財団、森様にもご登壇いたさき、 
当日も展開したポストツリープロジェクトについて紹介させていただきました。 

ポストツリーブース 

日本財団様のポストツリーブースには、ママカレッジの公開講座の特別講師、河村たかし名古屋市長にも 
お越しいただき、ママの声を実際にご覧いただきました。 



日本財団「ママプロ」 ママカレッジ  
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日本財団様のママを笑顔にするプロジェクト、「ママプロ」による、ママカレッジがこの日、はじめて開講されました。 
午前の部、午後の部と開講されました。 
出演者：【午前の部】日菜あこ / 小菅隆太（日本愛妻家協会主任調査員） 
      【午後の部】 小菅隆太（日本愛妻家協会主任調査員） /  
             柴田朋子(JUNO代表 キャリアカウンセラー) / 長田絢（株式会社JapanFoodExpert ) 
 
【午前の部】 

【午後の部】 



ママブースエリア 

ママの「得意」を表現する場にそれを体験したいママ、興味を持っているママたちが集まりまし
た。 
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受付の様子 

受付は開場前から長蛇の列となりました。また、受付にて先着順におみやげの配布を行い、企業・行政の
方のサンプリング等にもご活用いただきました。 
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スタンプラリー景品交換所の様子 

会場内のブースを回るスタンプラリーを実施、その賞品を多くの企業様にご提供いただきました。 
※一部抜粋 
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抽選会・フィナーレの様子 
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イベントの一番最後に抽選会を実施。多くのプレゼントの提供を頂き、ママ達もとても喜んでいました。 
またフィナーレは出演者、ママ実行委員会が登壇し、来場者に挨拶をしました。 



じゃんけん大会やくじ引き抽選会で豪華景品を獲得したママたち。お子様も一緒に喜んでいる様子で
した。今回も多くの企業様にご提供いただき、ご協力を頂きました。            ※一部抜粋 

抽選会 賞品当選者の様子 



来場者アンケート 
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平均 28.24才 
n=296 n=269 

2% 

30% 

39% 

20% 

6% 3% 

来場者の年齢 

～20歳 21～25歳 26～30歳 

31歳～35歳 36～40歳 41歳～ 



来場者アンケート 
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n=269 



来場者アンケート 
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n=296 n=269 

64% 

26% 

7% 

2% 1% 0% 
当日の交通手段 

車 

電車 

バス 

自転車 

徒歩 

タクシー 

82% 

11% 

5% 

1% 

0% 0% 

1% 

都道府県 

愛知県 

三重県 

岐阜県 

滋賀県 

石川県 

静岡県 

その他 

48% 

6% 4% 
3% 

3% 
3% 

3% 

2% 

1% 

18% 

名古屋市 春日井市 
豊田市 あま市 
小牧市 岡崎市 
一宮市 刈谷市 
日進市 稲沢市 
瀬戸市 安城市 
豊橋市 尾張旭市 
岩倉市 その他 

愛知県下の主な市区町村  



来場者アンケート 
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お連れいただいたお子様の人数 平均 1.50人 平均 2.19才 

n=269 

21% 

21% 

24% 

11% 

4% 
5% 

2% 

2% 
1% 

1% 1% 

1% 

6% 

当日お連れいただいたお子様の年齢 

0歳 

1歳 

2歳 

3歳 

4歳 

5歳 

6歳 

7歳 

8歳 

9歳 

10歳 

11歳以上 

妊娠中 

またイベントが開催されたら 
行きたいですか？  

99% 

1% 

はい 

いいえ 


