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10法人わははネット代表の中橋悪美子さんに
りヽお伺いします

り楽しく!より元気に!

繹穆黎鰈跛儡踪隋魃笏儡輻釉椰
子育て支援に行政も地域も力を注いでいる現在。とはいえ、実際育児に携わるのはパパ&ママ。

保護者がハッピーであってこそ子どももスクスク育つのです。

子どものため、そして自分たちのため、今しかできない「育児」ライフを有意義に過ごしましょう。

NPO法人わははネット代表

馨⑬颯魃蝙儡曖聰鯰魏。
蝙隧趾漑ρ餘⑮麒骰軋蝙量

中橋恵美子さん

で作つたプルンプルンの七タゼリーに、子どもたち

の目もキラキラ !

ほかにも、季節の遊びやツインズデー、助産師や保

健師による相談曰などがあるよ。詳 しくは

http:〃www.npo― wahaha.net/hiroba/

・住所   高松市大工町1‐4

・TEL     087-822-5582
・OPEN  月～金曜日10:00～ 16:00

・対象者  0～ 3歳くらいの子どもとその保護者、妊婦
・利用料金 保険料として初回登録300円 (毎年4月 更新)、

1日会員100円/日 、月会員500円 /月
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・住所 高松市香西本町1-1イオン高松SCジャスコ高松店3F
・TEL 087-822-5589(わ ははネット事務局)

親との同居が基本だったきは多世代で子どもを育

てていましたよね。ところが核家族化されてきた現

代は、育児の悩みを相談する相手が見つからず、家

庭内で抱え込んでしまいがち。しかも父親が仕事に

忙しいとくれば、母親が一人で頑張り過ぎて、その

果でに殻に閉じこもってしまうケースも少なくな

いのです。

そもそも、子育では一人で頑張るものじやありませ

んよ。意識的に外へ出かけてみてください。他の人

の膏児スタイルも見てみましょう。きつと吸収でき

る38分 があるはず。もちろんそれには情報も必要だ

ろうし社会的な理解も大切。家庭と社会が互いに立

え合って|ま じめて、理想的な子育てが実現つると忠

つています

憮踪祗径餃鶉颯慇鰈黎颯巾

艦膊餃塚攀ッ蝸機
わははネットでは、誰でもいつでも参カロできる自由

な場を提供しています。子ども同士の触れ合い、マ

マ同士の会話。ほんのちよつとのコミュニケーショ

ンがハッピーな子育でにつながると信じているか

らです。

実際、おおぜいの親子が集まつてきます。ロコミ情

報を発信 受信できる「丼戸端」的存在は子育てママ

にとって必要不可欠なものです。広場に来て、子育

て期が自分自身にとってのスキルアップの時期だ

と実感してみてください。そうすると、きっとつま

で以上に子育てが楽しくなつてくることでしょう。

★プレゼント企画 など

わはは・ひろば坂出
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瘍蝙躙雉隆隋饉躙笞硫瞼鬱魃鼈

鬱褥ン鐘鍮鰊写、こ趾鐵鐘∧ッ貯驀咸Tが誦こ
0歳～就園前の子どもと保護者、妊婦さんのための子育て応援スペース。いつでも気軽に立ち寄つて

自由に過ごせるフリースベースだから、子育ての情報交換や楽しいおしゃべ|りもたつぷりできそう。

ず篭Pil

1 最曽[:孟!」             ::量
1 思議なことがいつぱい1 人間の存在の重みが感じら

| れるというか 私自身も成長させてもらつたかな。

転勤族/f8ので、高17に来た当初は不安ばかり。でも子

どもと一緒に広場に通つ N/‐ いるお力ヽ た 、つでは私に

も友だちがいつぱい。悩みなんかも話 してきるし毎日

がとでも楽ししヽこ 人は一人じゃ生きていけないもの.

ここの環境は絶対子どもにとってもプラスですよ。

子育ては大変!つてイメージがありましたが、まったく逸

可愛い笑顔を見た0寺、はいはいができるようになつた

時…。一つひとつの成長がこんなにも嬉しいと感じら

れるなんて、本当に閲腱慇体験ですよね。ママとの楽

しいおしゃべりで気分幅換もさせてもらつてます。

自分に自信のなかつた私ですが、子どもと一緒に行事

に参力0し ていくうち照れずに何でもできるように。子

育てサークリレも作つちゃいました。すべて子どものお

かげ | とにかくたくさん子どもを産んで「また子育

てやってんの ?Jつ て言われるようなママになりたいな。

蝠 黎櫃 飩噸置l存      颯

広場の名称 実施場所 開設時間 伯Lテ折 TEL

高
松
市

子育て“ほつと"

ステーションもこもこ
空き店舗

週5日 (月 ～金 )

10:00～ 16:00
高松市上之町2-9‐23マイシアターの家lF
TEL 087‐ 868-2251

わはは・ひろば高松 商店街の
空き店舗

週5日 (月 ～金 )

10100～ 16:00
高松市大工町1‐4
TEL.087-822-5582

ひまわりはうす
とことこ

マンションの
一室

月～金 9:30～15:30

± 9:30～14:30
高松市出作町382-1酒井ハイツ110
TEL.087-816‐ 7700

おやこひろば
ひなたばっこ

民間
福祉施設

週 5日
(月・火・木・金・土 )

10:00～ 15:00

高松市春日町1176
TEL.087-843-8255

子育てホッとステーション
ゆうゆう広場

民家
週5日 (月 ～金 )

9:30～ 15:30
高松市屋島西町2479-12
TEL.087-841‐ 8270

子育てひろば
「おるご―る」

空き店舗
週5日 (月 ～金 )

9:30～ 14:30
高松市庵治町丸山156-36
TEL.087-871… 3503

出 わはは・ひろば坂出 商店街の
空き店舗

週5日 (月 ～金 )と

第4日曜日10:00～ 16:00

(第4日 曜日は～12:00)

坂出市元町4‐1-17

TEL_0877-45-6586

町

はぐはぐランドうたづ サポート
センター

週3日 (火・水・木)

10:00～ 15:00
綾歌郡宇多津町浜5番丁49‐7
TEL 0877-41-0516

善
通
寺
市

子育て広場くすくす
子ども。家庭
支援センター

週5日 (月 ～金 )

10:00～ 16:00
善通寺市文京町2‐2‐2
TEL 0877-64-0580

子夢の家 民家
火・水・木・金・土
(第 5土曜 日は休 み )

10:00～ 16:00(上 のみ～1,00

善通寺市金蔵寺町1044-2
TEL 0877-63-0584

すくすくランド 公民館
週4日 (月・火・木・金
9:30～ 15:30

三豊市詫間町2214‐ 2
TEL 090-1325-3481
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