
2019月4月12日
HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 実⾏委員会

子育てをしているすべての“ママ”と、その家族のための全国最大級のフェスティバル

ハッピーママフェスタ川崎 第一弾ゲスト決定！
渡辺満⾥奈 ／ ⼩林よしひさ ／ 久保田雅人

＜PRESS RELEASE＞

“ママと企業と社会を繋ぎ、家族が、日本が、もっと元気になれる場所を！”をコンセプトに、家事や育児・育自や仕事に一生懸
命なママたちを応援する、ママのためのイベント「ハッピーママフェスタ川崎」。2017年から毎年6月に実施しており、昨年は5万
人以上の来場者数を記録しました。ファミリーで楽しめるコンテンツを多数用意しており、１日中お楽しみいただけるプログラムが
満載！その中でも毎年⼈気を博している、豪華ゲストが出演するステージ・トークショーの第一弾ゲストがついに決定しました！

2⼈の子どもを持つママとしてTV・ラジオなどで幅広く活躍、原作絵本「ターブゥ」シリーズやマタニティ生活を綴ったエッセイ
「これが私の十月十日 妊婦道」なども好評な渡辺満⾥奈さん。NHKの教育番組「おかあさんといっしょ」体操のお兄さんを歴代
最⻑の14年間務め今年3月に卒業、“よしお兄さんロス”が叫ばれる⼩林よしひささん。1990年〜2013年まで放送されていた
NHKの⼈気番組「つくってあそぼ」のわくわくさんとしてキッズから絶大な⼈気を集め、現在はYouTuberとしても活躍している
久保田雅人さんの登場が決定！ハッピーママフェスタ川崎だけのオリジナルプログラムで、ステージを大いに盛り上げます。

その他、全国のハッピーママフェスタ会場で⼈気のキッズファッションショーや、夢のおしごと体験、大⼈気キャラクター・ミニオンズと
のコラボレーションが決定するなど、イベント期間中はファミリーでお楽しみいただけるコンテンツが盛りだくさん！
ぜひ本情報をご紹介いただきますよう、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
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開催期間：2019年6月1⽇（⼟）〜2⽇（⽇）
開催場所：ラ チッタデッラ（神奈川県川崎市川崎区⼩川町4-1）ほか

＜ハッピーママフェスタ川崎について＞
“ママと企業と社会を繋ぎ、家族が、日本が、もっと元気になれる場所を！”をコンセプトに、家事や育児・育自や

仕事に一生懸命なママたちを応援する、ママのためのイベントとして、2013年名古屋で初開催。2016年から全国

での開催をスタートし、国内2都市目の開催地札幌に続き、2017年川崎で初開催。昨年は2日間で約5.3万⼈

のママ、キッズ、ファミリーの皆様にご来場いただきました。川崎エリアは近年マンション建設ラッシュなどによりファミリー

層が急増しており、⼈口も増加傾向の中で、地域の発展とともに歩んできた弊社も、ママたちが輝ける環境づくりに

積極的に取り組んでおります。家族の中心であるママたちの「成⻑」と「輝き」が生まれる空間を作り出し、ママと家族

の「ハッピー」に繋げることで、地域を、そして日本をもっと元気にすることを目指しています。今年も、アクティブなママた

ちによる新しいムーブメントを、川崎から全国に発信していきます！



■開催日時 ：2019年6月1日（土）
■開催会場 ：ラ チッタデッラ 中央噴水広場
■開催内容 ：くぼたまさと工作ショウ

久保田 雅人（くぼた まさと） 公式サイト「くぼたまさと・どっとこむ」

1961年8月8日生まれ、東京都出身。
⽴正大学⽂学部史学科卒。
1990年4月〜2013年3月までNHK Eテレ「つくってあそぼ」のわくわくさん役
で出演。番組放送中から全国で工作ショウ、工作教室、研修会などを展開。
番組終了後も「工作の伝道師」として同様に全国を回って工作の楽しさや
素晴らしさを伝える活動をしている。

■開催日時 ：2019年6月1日（土）
■開催会場 ：ラ チッタデッラ 中央噴水広場
■開催内容 ：⼩林よしひさ トーク＆親子体操

⼩林 よしひさ（こばやし よしひさ） オフィシャルブログ

1981年6月29日生まれ、埼玉県出身。
日本体育大学体育学部社会体育学科卒。
2005年〜2019年、NHK 「おかあさんといっしょ」 体操のお兄さんを歴代最
⻑の14年間務める。ワールドジムナストラーダ （世界体操祭）日本代表。

※ワールドジムナストラーダ （世界体操祭）とは…競技性がない大会、体操のショーのようなもの。
各国の代表が集まる。

■開催日時 ：2019年6月2日（日）
■開催会場 ：ラ チッタデッラ 中央噴水広場
■開催内容 ：トークショー（トークテーマ：家族）

渡辺 満⾥奈（わたなべ まりな） オフィシャルサイト

1970年11月18日生まれ、東京都出身。
1986年 CX「夕焼けニャンニャン」（おﾆｬﾝ子ｸﾗﾌﾞ会員番号36番）で芸能活動
開始。おニャン子クラブ解散後は清潔感あふれる明るいキャラクターを活かし、
テレビ・CM・雑誌などで活躍。台湾やピラティスをいち早く紹介するなど⼥性
からも注目される。食や手芸を題材にしたナチュラルなライフスタイルを綴る書
籍の評価も高い。2005年にお笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤氏と結婚。
2007年に⻑男、2010年に⻑⼥を出産し現在2児の⺟。 2017年
9月20日、デビュー30周年の記念企画盤として自身がセレクトした30曲を
集めたCD 『MY FAVOURITE POP』（ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸﾀﾞｲﾚｸﾄ）を発売。
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＜開催概要／ゲストプロフィール＞※いずれも時間未定 決定次第ハピママ公式ポータルサイトにて発表予定

＜昨年のイベントの様子＞
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ファミリーにも大人気のあのキャラクターイベントが登場！

『ミニオンズランパーク』 の同時開催が決定！
今年のハピママ川崎は、ファミリーにお楽しみいただけるプログラムがさらに充実！
全国で開催されている“参加体験型”の大⼈気イベント『ミニオンズラン』。
7月28日（日）に「ハッピーママフェスタ川崎」のイベント会場であるJR川崎駅前
の商業施設「ラ チッタデッラ」での実施が決定しています。開催を記念し、フォトス
ポットやスポーツアトラクションなどが楽しめる『ミニオンズランパーク』が「ハッピーママ
フェスタ川崎」に初登場！

【開催概要】
●『ミニオンズランパーク』 （「ハッピーママフェスタ川崎」と同時開催）

開催⽇程：2019年6月1⽇（⼟）、2⽇（⽇）
●『ミニオンズラン川崎』

開催⽇程：2019年7月28⽇（⽇）
https://minions-run.jp/kawasaki2019/ ™ & © Universal Studios

ハピママ川崎（6/1~2）に登場する
『ミニオンズランパーク』イメージ▼

全国のハッピーママフェスタで大人気の企画を、今年もハピママ川崎で実施！

『KIDS Fashion Show』
毎年、出演応募が殺到する大⼈気企画 『KIDS Fashion Show』!
オーディションを勝ち抜いた、かわいいキッズモデルが登場するファッション
ショーは、全国のハッピーママフェスタで大⼈気企画です。今年はJR川崎
駅直結の商業施設・川崎アゼリアに特設ステージを設置します！

【開催概要】
■開催⽇程 ： 2019年6月2⽇（⽇）
■開催会場 ： 川崎アゼリア サンライト広場（予定）※観覧無料

【おしごと体験例】
① サンマルクカフェ

毎年大人気の参加体験プログラムを今年も開催！

『夢のおしごと体験』 参加キッズ受付中！
商業施設での開催環境を活かして、実際の店舗と連携した参加体験プログラム。
ご参加いただいたお子さまには、素敵なご褒美をプレゼントいたします。

【受付概要】
■受付⽇程：2019年3月1⽇（⾦）から受付中 ※定員に達し次第、終了

■受付詳細：http://happy-mama-fes.com/kawasaki/

【おしごと体験】
② チネチッタ

【おしごと体験】
③ 警備

対象：⼩学生
内容：店頭販売

店頭にて箱入りチョコク
ロの販売、試食のおす
すめをしていただきます。

対象：⼩学生
内容：警備体験

防災センターの中での
お仕事や、警備のお仕
事を体験します。

対象：⼩学生
内容：劇場スタッフ

入場のご案内、劇場
内チェック、お掃除など。

™ & © Universal Studios

▲7月の『ミニオンズラン川崎』開催イメージ

https://minions-run.jp/kawasaki2019/
http://happy-mama-fes.com/kawasaki/
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ハピママは、ママによる、ママのためのイベントです。これまでの名古屋や札幌も、ママ
たちの声とともに作られてきました。川崎開催においても同様に、ハピママ川崎独自
のママブレーンが活動しており、メンバーを少しずつ増やしながら、毎月、楽しく様々
な議論を⾏っています。ママたちから集められた様々な意⾒は、今回の開催における
各種プログラムの企画や、来場者に対するサービスづくりなどに、役⽴てられています。
またイベント当日の各種プログラム運営に積極的に関わっていきます。

■イベント・報道・取材に関するお問合わせ
ハッピーママフェスタ川崎 事務局（㈱チッタ エンタテイメント 広報宣伝部内） TEL：044-233-1934
担当：川辺 ／ 安藤 ／ ⼩森
Mail： kawabe@citta-ent.co.jp ando@citta-ent.co.jp komori@citta-ent.co.jp

【開催概要】
■開催名称 ： HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI（ハッピーママフェスタ川崎／略称：ハピママ川崎）

■開催日時 ： 2019年6月1日（土）10:00〜17:00 ／ 6月2日（日）10:00〜16:00
■開催会場 ： ラ チッタデッラ（神奈川県川崎市川崎区⼩川町4-1）
■開催会場 ： 川崎ルフロン（神奈川県川崎市川崎区日進町1-11）
■開催会場 ： 川崎アゼリア（神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2）

■主 催 ： HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 実⾏委員会
（チッタ エンタテイメント ／ チネチッタ通り商店街振興組合 ／ 川崎ルフロン ／ 川崎アゼリア）

■共 催 ： 東京新聞
■協 ⼒ ： アディダスフットサルパーク川崎 ／ テレビ朝日

■WEBサイト： http://happy-mama-fes.com/kawasaki/

※本リリースに使用している画像はこちらのURLからダウンロードが可能です。
https://bit.ly/2X3Tj22

＜ファミリーで楽しめる企画を豊富に用意‼＞

＜ハッピーママフェスタ川崎の開催に欠かせない、ママブレーンの活動＞

『ママ100ブース』
ハッピーママフェスタではママたちの
得意分野を活かして自由に発表
できる場を「ママ100ブース」として
設けています。

『ハピママセミナー＆ワークショップ』
ママに役⽴つ・親子で楽しめるセミ
ナーや、シェフから楽しく学ぶクッキング
スクールなどのワークショップを開催♪

『キッズメニュー』
ラ チッタデッラ、自慢のシェフがお届け
する絶品メニューをお楽しみください。

『ママに優しいメニュー』
授乳やオムツ替えをいつでもできる部
屋や、⺟子手帳ご提⽰で先着プレ
ゼントの「プレママ応援キャンペーン」、
お子さまをお預かりする「託児ルーム」
等、ママに優しいサービスを沢山ご用
意しています。

対象：3歳〜
（保護者参加必須）
参加費：500円

キッズバリスタ体験
アイスココアを作って
バリスタ体験ができる
（お土産付き）♪

【ワークショップ例】 スターバックス コーヒー

mailto:kawabe@citta-ent.co.jpando
mailto:komori@citta-ent.co.jp
http://happy-mama-fes.com/kawasaki/
https://bit.ly/2X3Tj22

