
NPO法人あいちかすがいっこ

第3回 ママの文化祭® 

報告書 
～見つかる　つながる　ママのネットワーク～ 

第３回　ママの文化祭® 

日　　時　２０１６年１月２２日（金）　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　日本財団　中日新聞社 
来場者数　2,400組　延べ4,800人以上　（第１回 3,000人・第２回 4,000人） 
　　　　　※来場者配布物　残数より算出 
事前告知　事前告知ちらし作成・配布なし



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、母親になって、父親になって、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、母親になったからこそ、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！ 
母親になっても、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」がいること。協働す
ることで、社会課題が解決する糸口がみつかります。

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。それぞれが達成感を感じてもらえること。 

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、感じることができる。 

今後の課題 
・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。 
・人員不足のため、ボランティアスタッフの確保。 
・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。 
・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、２階にも授乳室・オムツ替える
場所を準備。 
・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。 
・来場者のルールを守る意識を高める。 

平日5時間開催のイベントに、ママと子どもが5,000人春日井に集まったママの文化祭®
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中日新聞近郊版 
2016.1.19 

 

　　　　中日新聞近郊版 
　　　　2016.1.23 
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◆出展企業◆50音順 
アイチョイス 
一般社団法人日本環境保健機構 
英会話イーオン勝川校 
王子ネピア㈱ 
カイロプラクティック シエラ 
春日井市健康増進課 
春日井市子ども政策課 
春日井中日新聞 
ＫＮＳ㈱ 
コープあいち 春日井地域委員会 
ココデリフォーム 
七田チャイルドアカデミー 
すまいるクロス 
全労済 
大和エネルフ㈱ 
中央ライブ㈱ 
中部ケーブルネットワーク㈱ 
ナフコネット宅配スーパー 
にんじんＣＬＵＢ 
パナショップ味美 
パナソニックエコシステムズ㈱ 
ビオ・マルシェの宅配 名古屋 
東濃信用金庫 
フォルクスワーゲン春日井 
平安閣グループ 名古屋冠婚葬祭互助会 
ゆめクリワールド　 
ラッキー工業㈱ 
らでぃっしゅぼーや 
㈱協和コーポレーション 
㈱タチ基ホーム 
㈱ナリス化粧品 デ・アイム春日井 
㈱プレシャスヘア 
㈱明治 
㈱モンシェル 
㈱ヤマハミュージックリテイリング 小牧店 
㈲アットライフ 
㈲田口商店 
㈲ミナミクリーニング店 
élever la vie  
FUTURO cafe + dining 
あいちコミュニティ財団 
おそうじ本舗小牧インター店 
高坂くりえいてぃぶアートスクール 
公文教育研究会名古屋事務局 
ダスキンメイ 
東邦ガス㈱春日井営業所 
パティスリーメリ・メロ 
風船職人 ＭＥＧＵＭＩ 

フラワーショップレトワール（㈱ふう花） 
ポーラザビューティー春日井六軒屋店 
㈱黒潮 
㈱神塾 
㈱内職市場 

◆プレゼント協賛企業◆ 
がってん寿司 春日井市民病院前店 
Ｋ＆Ｓホームセンター 
サッポロビール㈱ 東海北陸本部 愛知支社 
全労済 
にんじんクラブ 
ハウス食品㈱ 
マクドナルド 春日井市民病院前 
丸源ラーメン 市民病院前 
㈱あみやき亭 
㈱一榮食品 
㈱マルイチ 
㈱明治 
㈱ヤマハミュージックリテイリング小牧店 

◆広告協賛◆ 
ＵＲ賃貸住宅 
かすがいマタニティクリニック 
かちがわこどもクリニック 
東濃信用金庫 
森永産婦人科 

◆会場設営◆ 
I’s工房　柴田 以誠様 
㈱ジョイフル設備 

◆ステージ設営・企画◆ 
㈱OFFICE TANPOPO 
ゆめくりワールド 
こどもゆめクリニック 

◆物品提供◆ 
㈲フジヤカシモノ 

◆プリンセス企画◆ 
特別協賛　㈱プレシャスヘア 
特別協賛　㈱ナリス化粧品 デ・アイム春日井 
ブーケ提供　フラワーショップレトワール 
演奏協力　コンサートグループ「花の詩」 
特別司会　加賀さらら様 

◆ネピア杯・はいはいレース物品協賛◆ 
王子ネピア㈱ 
㈱吉浜人形 
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◆特別講師◆ 
ＮＰＯ法人あっとわん　代表理事　かわの ゆみこ様 
オフィスアールエス　代表　佐藤 玲子様 
前田 恭子様 

◆助成金採択事業・特別講座◆ 
2015年全労済地域貢献事業　 
安心して相談できる街をつくろうプロジェクト 
相談員人材育成講座 
あいちモリコロ基金採択事業 
子育て支援者養成講座 

◆警備◆ 
㈱昌和警備保障 
㈱エステック 
公益社団法人 春日井市シルバー人材センター 

◆げんきっこひろば◆　 
愛知県環境部自然環境課 
愛知県社会活動推進課 
春日井市環境保全課 
春日井市市民生活部市民活動支援センター 
ささえ愛センター市民活動交流会議 
蒲郡市生命の海科学館 
中津川包装工業㈱ 
王子ネピア㈱ 

◆広告掲載◆ 
おがっち夫婦の街案内 
子育て情報誌　[teniteo] 
地域みっちゃく情報誌　月刊はるる・月刊ぶるぅむ 
中日新聞近郊版 
中日新聞くらしのニュース 
中日ホームサービス 

◆協力・応援◆ 
愛知県営朝宮公園 
春日井市王子町　王子バラ園 
春日井市産業部　企業活動支援課 
春日井商工会議所 
春日井市総合体育館 
㈱神塾 
第３回ママの文化祭®実行委員会 
第３回ママの文化祭®ボランティアスタッフ 

◆ご来賓◆ 
愛知県議会議員　神戸 洋美様 
春日井市長　伊藤 太様 

◆特別協賛◆ 
王子ネピア㈱ 
大和エネルフ㈱ 

第３回ママの文化祭®に、ご支援・ご協力をいただきありがとうございました。 
来年、４回目は１月中旬頃に開催を予定しております。 
このイベントが、5回10回と続き、地域に必要とされるイベントとなるよう 
私たちは皆様と共に活動し続けていきたいと思っています。 
第4回ママの文化祭®開催に向け、ご支援のほど宜しくお願いいたします。 

NPO法人あいちかすがいっこ 
代表理事　内田 朋代 
副代表理事　松元 永己



【参考】　◆100人ママアンケート◆

　　　アンケートデータ提供元：春日井商工会議所
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娯楽（観光）の予算/宿泊 

【左表説明】 
この表は、「観光をする際に1日平
均いくらくらいの予算か？」 
についての解答です。 

ここから見えるのは、"旅の娯楽
費"としてどのくらいの費用を見込
んでいるのかが分かります。 

【左表説明】 
この表は、「宿泊（1泊）で旅行を
する際にいくらくらいの予算なの
か？」についての解答である。 
家族構成・行き先によって、金額
は変動するが、1泊の旅の予算
は、3万円未満が妥当だと考えて

いることが分かります。 


