
第4回ママの文化祭®

報告書
日 時 ２０１７年１月１８日（水） １０：００～１５：００

会 場 春日井市総合体育館（ほぼ全館貸切）

主 催 NPO法人あいちかすがいっこ ママの文化祭®実行委員会

特別協賛 王子ネピア株式会社 大和エネルフ株式会社

後 援 愛知県 春日井市 春日井商工会議所 中日新聞社

来場者数 2,300組 延べ4,600人以上 ※来場者配布物 残数より算出
（第１回 3,000人・第２回 4,000人・第3回4,800人）

Ａｍｅｂａブログ ： 10,000アクセス突破 （前後3日間 8,000～10,000）

ＮＰＯ法人あいちかすがいっこ



ママになってあきらめたこと、ありますか？
結婚して、ママになり、パパになり、諦めたことや、できなくなったことがあると思います。
でも、ママになったからこそ、できることも、気づいたことも、たくさんあります。
ママになった美しさを、気づいてもらいたい！
ママになっても、出来ることはたくさんあることを、知ってもらいたい！

ママの「何かをやりたい」「何かできるかもしれない」が集まると、大きなパワーとなり、
地域が活気溢れることを、ママの文化祭では証明しました。
そして、ママが主役になるママの文化祭は、支えてくれる「企業・行政・地域」があり、
協働することで、社会課題が解決する糸口をみつけられます。

未来あるこども達のために、今、私たちができることを、「ママの文化祭®」を通じて気づき、
解決をしていきます。

来場者にとって・・・ 自分と同じような環境の女性が頑張っている姿をみることで、「私も何かやっ
てみたい！」と、感じてもらえること。
（漠然とした憧れではなく、等身大の自分が想像できる）

参加者（ママ）にとって・・・ 「ひとりの女性」として、認めてもらえる場になること。
それぞれが達成感を感じてもらえること。 また、「個」と「社会」のつながりを見つけられること。

企業・行政にとって・・・ 「ママ×企業×行政」が繋がり「地域のニーズ」を目で見て、
肌で感じることができること。
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平日5時間開催のイベントに、ママと子どもが5,000人近く春日井に集まるイベント
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広報活動について

印 刷 部 数 10,000枚

配 布 先 春日井市内子育て支援センター 7か所 500枚

春日井市内市民活動センター 2か所 200枚

子育てサークル・広場での配布 1,000枚

出展者（ママブース・企業ブース含む）による配布 3,000枚

DM発送時の折り込み 3,000枚

春日井市4か月児健診 900枚

ＮＰＯ法人あいちかすがいっこ 1,400枚

【新企画】

その他 今回新たな試みとして「春日井情報発信センター リリック」のご協力を頂き、

「公共交通機関利用の促し」と、リリックの周知を目的とし、情報を発信しました。

結果67名の方がリリックに立ち寄ってくださいました。
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第４回ママの文化祭®における課題
・来場者と参加者（出展者・スタッフ）との双方のコミュニケーションを深める。
→事前説明会にて、担当のグループと事前にコミュニケーションをとり、当日のみの参加の方への
アプローチが容易になるようにした。

・人員不足のため、ボランティアスタッフの確保。
→テストシーズンのため、学生のボランティアの確保に苦戦したが、今回も10人の学生さんが協力
してくださり、ママの境界線を越えて関わることができました。

・前回より駐車場の利用可能場所が増えたが、開始と同時刻には満車となったため、
利用できる駐車場の確保と利用拡大。
→関係者用の駐車場として、２箇所の駐車場（約200台）を確保することができました。また、朝宮
公園からのマイクロバスの利用が昨年より増加（5台をピストン運行・協力 神塾）

・施設の授乳室が小さいため、１階更衣室を授乳室にしたが、それでも少ない。
→1階に加え、2階の会議室に授乳室/おむつ替えスペースを設置し、利用できる場所を増やした。

・ママブースと企業ブースのブース出展について、事前説明会に出展者全員参加 ・
参加者のマナー徹底。
→ママブースの見回りの強化と企業ブースへの注意喚起（全テーブルに注意事項を配布）を行い
ました。

・来場者のルールを守る意識を高める。
→昨年同様の注意喚起を行い、さらに見守り隊やスタッフはビブスを着用し会場を巡回した。

・託児の制度の見直し
→前回は当日の受け入れも行いました。しかし「時間通りに迎えにこない」「時間の延長」などが起
きました。また、「子どもを預けるための荷物の不備」も目立った。そこで今回は事前の申込のみと
し、保護者と事前にコミュニケーションを図ることができたため、利用者からの声も「安心して会場
を楽しめた」「初めての託児デビューで少し心に余裕ができた」などの声を頂いた。
（0～3歳のお子様対象・当日利用不可・事前予約のみに変更）

第５回ママの文化祭®への課題

・イベントとして、企業・行政・地域・ママがつながるイベントにようやくなりました。しかし、昨今ママ

が主催するイベントが増加しているので「春日井のイベントならでは」の視点が今後求められる

・妊娠期（プレママ）の来場の促進

・妊活を促すターゲット層へのアプローチ

・学生ボランティアと連携し「家庭」のイメージの多様化を感じてもらう

・マイクロバスの運行（5台）

・前日の駐車場や会場の案内

・ママブース出展説明会の時間の考慮

・企業ブースのマナー違反

・近隣駐車場からのクレーム

・搬入時間の徹底
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□第一競技場□（ブース番号順）

王子ネピア株式会社
ゆめクリワールド
春日井市役所・春日井市観光コンベンション協会
東濃信用金庫
株式会社グランドールインターナショナル
春日井サボテンプロジェクト（春日井商工会議所）
株式会社タチ基ホーム
積水ハウス株式会社
株式会社協和コーポレーション
ミナミクリーニング
ココデリフォーム
株式会社新和建設 春日井展示場
安心安全パワフル洗剤（アットライフ）
中日新聞春日井市内販売店会
生活協同組合コープあいち
ビオマルシェの宅配
にんじんCLUB
ナフコ不二屋宅配ネットスーパー
アイチョイス（あいち生協）
株式会社明治
全労済（ぜんろうさい）
中部ケーブルネットワーク株式会社
一期自動車 小牧店
大和エネルフ株式会社
英会話イーオン勝川校
学研教室
有限会社 田口商店
ヤマハの店 サカエ楽器
株式会社神塾
株式会社ほけんの110番
株式会社中央ライブ
プレシャスヘア＆ネイル
ライフプランカフェ 保険代理店
フェアリ歯科 フェアリの教室
ホテルプラザ勝川
ブランシェグループ
ナリス化粧品Linoの会 友松販売所
骨盤矯正・カイロプラクティックシエラ
◇ミニブース◇
ポーラザビューティー春日井六軒屋店
Dione 春日井店
おそうじ本舗小牧インター店
株式会社 さくらギフト
まるっとおまかせ 東邦ガス
生活クラブ生活協同組合
ルドルフBaby&Kids英会話
月刊はるる＆ぶるぅむ
すまいるクロス

□飲食ブース□
エルヴェラヴィ
黒潮
パティスリーメリ・メロ
FUTUROcafe＋dining
□第二競技場□
愛知県環境部自然環境課生物多様性
保全グループ
（愛知県の間伐材でできた積み木）
王子ネピア株式会社
（ネピア杯はいはいレース・ティッシュプール）
生活協同組合コープあいち
（活動紹介・ママ交流会プレゼント提供）
ＮＰＯ法人高齢者住まいる研究会
（防災すごろく他）
Ｈａｐｐｉｌｙ Ｐｈｏｔｏ Ｓｔｕｄｉｏ
（写真撮影）
□特別企画協力□
ホテルプラザ勝川
THE PLAZA WEDDING
㈱ナリス化粧品
コンサートグループ「花の詩」
□託児□
ひつじのおうち ・ マザーグース
□授乳室・託児室□
株式会社グランドールインターナショナル
（オムツ替えシート）
モーハウス名古屋サロン（授乳服他）
パナソニックエコシステムズ株式会社
（空間清浄機 ジアイーノ）
□マイクロバス協力□
神塾・公益社団法人春日井市シルバー人材センター

□お弁当協賛□
株式会社オガッシダイニング
王子ネピア株式会社
□物品協賛□
春日井市観光コンベンション協会
（キャラクター立体アクセサリー）
サンマルシェ会 （コップ＆巾着）
株式会社吉浜人形 （絵本）
□来場者プレゼント（3,000個）□
株式会社一榮食品
全労済
□会場設営□
ＯＦＦＩＣＥ ＴＡＮＰＯＰＯ
パナショップ味美店
□カメラマン□
すまいるクロス みなかたかつお



【プレゼント協賛企業】

来場者プレゼントについて

全4回配布 （10:30・11:30・12:30・13:30）

整理券配布をし、人数を正確に把握する。

毎回100名（ﾌﾟﾗｽ予備30名まで配布） 合計最大520名配布

目的

ブースや入場口で配布する「何がもらえる」ではなく、「これが貰える」という配布方法により、

ご提供いただく企業様のＰＲを個々にすることができる。

「並んでもらえる」ことで満足感の向上を図る。

協賛企業

・株式会社おもむきラボ

・株式会社学研エデュケーショナル

・サカエ楽器

・サッポロビール株式会社

・ナカモ株式会社

・和み春日井店

・ナリス化粧品 Linoの会 友松販売所

・マクドナルド春日井市民病院前

・ライオン株式会社

配布商品（提供個数により時間帯により内容を変更する）

・魚沼産こしひかり・東山動物園カレンダー

・アクロンフローラルブーケ

・ミニトランプ・ネオンカラー鉛筆

・シャンプー＆コンディショナー

・ティシュ＆しおり

・レトルト味噌汁
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【 参 照 】 アンケート集計

14%

7%

27%39%

10%
1%
2%

0円

～500円

～1000円

～3000円

～5000円

～10000円

考えていない
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どこから来ましたか？

何を見てきましたか？

本日の予算は？



質問１：王子製紙春日井工場では、リサイク
ルされたプラスチックごみが燃料として使
われてることを知っていますか？

質問２：家庭で分別しているごみが、市内で循
環された方がよいと思いますか？
市内循環とは：市内で排出されたごみを市内でリ
サイクル燃料に生まれ変わらせ、市内の企業で燃
料として利用してもらうという循環

36

91

知っている 知らない

107

14

思います 思わない

【市民活動団体グループアンケート】 例

・来場者（約200名 子育て世代のママが大多数 男性も含む）にシール投票を実施しました。
・質問は２項目
①勤め先に配偶者手当はありますか？

回答選択肢は ある ない わからない

②（あなたの働く上で）希望する年収はどれだけ？
回答選択肢は年収をグラフで表し 103万 106万 130万 150万を
ポイントに未満・以上を含め自由に貼っていただきました。

【春日井市企画政策課アンケート】 例
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【 企業アンケート 】 例

「地域課題」や「社会課題」とされているような少し質問の難しい内容のアンケートでも、

ブースでのＰＲ方法を工夫することで、通常のイベントよりも声を回収することができた。

提供：大和エネルフ株式会社

提供：かすがい女性連盟

提供：春日井市企画政策課


