
2021年2021年

「トロピカル～ジュ！
プリキュアショー」、
「チアリーディング
ダンス」、「リトミック」、
その他

「体操アクテビティ」、
「チョークでお絵かき」、
「ちびっ子縁日」
※ちびっ子縁日はチラシ裏面の整理券
が必要です。

様々な企業が大集合、
普段は見れない＆
触れないものがたく
さん！スタンプラリー
で景品をゲットしよう！

色んなお友達のコト、
考えてみよう。「小児
がんのコト親の会」、
富山のインクルーシブ
子育て応援「Kanon」

「ハイハイレース」、
カターレコーチ陣と
「ＰＫゲーム大会」

会場

あすなろ小児歯科医院 ＆ カターレ富山 特別イベントあすなろ小児歯科医院 ＆ カターレ富山 特別イベント
～遊びの中から新たな冒険を～
コロナで子ども達にとってかけがえのない

遊びの場が多く失われてしまいました。

そこで私たちは、w i t h  コロナの中でも

子ども達に遊びの場を提供しようと考えました。

遊びの中から学びや感動を生み出す冒険を

お楽しみください！
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スタジアムイベント企業出展ブースプレイパーク

「トロピカル～ジュ！
プリキュアショー」、
「チアリーディング
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メインステージ

ご来場に際してはコロナ対策ガイドラインに基づき以下のルールをお守り下さい。
1.右のイベントサイトのＱＲコードより
必ず事前申請をお願いいたします。
2.当日は検温と登録確認のページを
受付にご提示願います。

3.事前申請が規定数に達した場合は
早期に受付を締め切る場合があります。
※状況によってはプログラムの中止をすること
があります。 新型コロナウイルス

感染予防のために
小さな勇者たちの冒険
イベントサイト
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チケットチケット

ちびっ子
縁 日

ちびっ子
縁 日

プレイパークプレイパーク

※プレイパーク内の
「ちびっ子縁日」の
有効整理券です。
（1回限り）
※当日、本チケットを
会場スタッフにご呈示
ください。スタンプを
捺印いたします。

タイムスケジュールタイムスケジュール

【会場MAP】【会場MAP】

イベントにご来場の皆様へイベントにご来場の皆様へ
【新型コロナ感染予防対策について】

【駐車場につきまして】

【注意事項】

・発熱・だるさ・咳・味覚障害などの症状がある場合は来場をお控え下さい。
・会場内ではこまめな手指の消毒や手洗いをお願いします。
・会場内では咳エチケットにご留意ください。
・ソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いいたします。
・会場が混雑した場合は入場制限やプログラムの中止をすることが
あります。

・当日はメインスタジアムでＪ３カターレ富山のホームゲームも開催
されるため、会場周辺の混雑が予想されます。公共交通機関の利用や
時間に余裕を持った来場をお願いします。

・芝生を痛める恐れのある履物（ハイヒールなど）の使用はご遠慮ください。

・イベント会場へ飲食物の持ち込みはご遠慮ください。
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【応援スポンサー】【応援スポンサー】

【Special Thanks】【Special Thanks】

【ジュニアドリームパス】【ジュニアドリームパス】

富山県内の小学生は２０２１

明治安田生命J３リーグ

公式戦のカターレ富山ホームゲーム

全試合を無料で観戦

できます！プロ選手の

迫力あるプレーが生で

観れる！感動と興奮の

スタジアムに親子で

ぜひお越しください。

県内の小学生は、ホームゲーム
が観戦無料！
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チアリーディング
〈1回目〉

PKゲーム大会・ハイハイレース

トロピカル～ジュ！
プリキュアショー
〈1回目〉

ちびっ子縁日
（チョーク・木工工作・スーパーボール）

CCC富山・Kanon・とやまYMCA
（ジューススタンド・パネル展示・ステージ発表）

各社企業展示＆スタンプラリー

トロピカル～ジュ！
プリキュアショー
〈2回目〉

企業
〈1回目〉

企業
〈2回目〉

チアリーディング
〈2回目〉JumbleTime

カターレ富山 ホームゲーム
※観戦には別途チケットが必要です。

【出展企業】開進堂楽器　メルセデスベンツ富山　日本海建興株式会社太陽スポーツ　リッチェル　さの小児歯科医院　（順不同・敬称略）
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