
わははネットNEWS LETTERVol.1  

これまでわははネットサポーターズクラブの会員の皆様にお送りさせていただいていた「サポーターズ通信」

を、今号よりサポーターズクラブ会員様、広告協賛企業様他、お世話になっている皆様に向けてお送りする

「わははネット NEWS LETTER」として新たにお届けさせていただきます。わははネットの近況などをお伝

えいたします。 

 

ご挨拶 

 初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃

は大変お世話になっております。 

 去る 6月 13日 特定非営利活動法人わははネット第 18期通常

総会を無事終了いたしました。 

昨年度は【子育て情報誌『おやこ DE わははの発行』】【ママ∞フ

ェスタ 2017】等の自主事業、県内 4拠点での子育て支援拠点の運

営および子育て家庭の相談等支援事業として利用者支援事業を 2

自治体（高松・坂出）で実施、また香川県等からの受託事業も継

続・新規含め実施し、香川の子育て環境改善を目指し、わははネ

ットだからこそできる事業展開を拡充してきました。 

新年度に入り新しいスタッフも 2名迎え、私たちのクレドに向け

てさらに新しい視点で事業に取り組んでいきたいと思います。 

どうぞ引き続き今後ともよろしくお願いします。       理事長 中橋 惠美子 

 

 
  

自主事業  

●子育て情報誌『おやこ DE わはは』  
毎号 25,000 部 隔月（5・7・9・11・1・3 月）発行 

●ママ∞フェスタ 2017 
5 月 14 日開催 来場者数約 8000 人 

●レギュラーでメディア発信 
・FM 香川 ラジオ DE わはは  
・RNC ラジオさわやかラジオハイタッチ 
・ケーブルメディア四国 子育て応援番組イクコミ！ 

●わははネット法人設立 15 周年記念パーティ 
5 月 25 日 来場者数 196 名 

●わははネットホームページ・SNS・わははメール     

子育て支援拠点事業 

●わはは・ひろば坂出 月～金 10～15 時開館 
 1 日平均約 20 組の親子利用 
●わはは・ひろば高松 月～金 10～15 時開館 
 1 日平均約 22 組の親子利用 
●わはは・ひろば香西 月～金 10～15 時開館 
 1 日平均約 18 組の親子利用 
●さかいで子育て支援センターまろっ子ひろば 
（指定管理）土以外毎日開館 一日平均約 30 組利用 
●坂出市利用者支援事業 
 専門員による子育て相談やアウトリーチ（訪問型）相談業務 
●高松市利用者支援事業 
 専門員による子育て相談やアウトリーチ（訪問型）相談業務 

 

受託事業  

●香川県：縁結びから子育てまで美容-eki 事業 
 美容院等へ子育て・縁結び講座や情報提供 
「縁結び子育て美容-eki 登録」のべ 400 店舗以上 
●香川県：イクケン香川子育てカレッジ 
 県内各所計 8 講座開催 合計約 300 人参加 
●香川県：子育て支援人材養成事業    
 子育て支援員研修計 8 コース 
 放課後児童支援員研修合計約 500 名受講 
●香川県：働き方改革モデル企業サポート業務 
 県内中小企業 5 社へコンサルタント派遣 
●香川県：働き方改革コンサルタント養成講座 
 県内社労士等約 60 名受講 
●高松市：子育て支援総合情報発信事業 
 ・子育てハンドブック たかまつらっこ  

 10,000 部発行 サイト運営 
 ・たかまつひとり親家庭サポートブック 

 2,000 部発行 サイト運営 
●高松市：高齢者居場所づくり事業  
・居場所であい BOOK  
・多世代交流ガイドブック（高齢者居場所 運営者用） 

●高松市：中学生と乳幼児のふれあい授業  
紫雲・勝賀中学へ赤ちゃんを連れて授業に 

●子育てひろば全国連絡協議会 
子育てひろば全国セミナー開催業務  

●坂出市東部中学校：赤ちゃんふれあい授業 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜わははネット クレド＞ 

＊すべての母親が子育てしている自分

を好きになれる社会を目指します。 

＊すべての子どもが愛され生まれてき

てよかったと思える社会を目指しま

す。 

＊すべての人が子育てに関心を持てる

社会を目指し、子ども・家族・地域・

企業・行政等との連携を推進します。 

昨年度（平成 29年度）の事業報告 



【5・6月の報告】 

5月15日 ホームページが全面リニューアルしました 

 子育て情報誌『おやこ DE わはは』のリニューアル

に合わせ、わははネットのホームページも完全リニュ

ーアル！スマートフォン

でも見やすくなりました。

また、情報誌がウェブマガ

ジンになりスマホやタブ

レットからいつでもどこ

からでも見ることができ

るようになりました。 

 

わははひろばの新たな取り組み 

6月 15日 「夜のわははひろば」を開催。 

 こども食堂などが話題に

なる中、わははひろば坂出で

は地域の乳幼児だけでなく、

成長した子どもたちや大人

も居場所として一緒にご飯

を食べながらゆっくり語ら

いあえる場を 1 か月に一度

トライアル的に開催してい

ます。 

開催日はパパや祖父母も含め大勢の家族が遊びに来

て子どもの成長を共によろこびあい、みんなの笑顔が

印象的な時間になりました。 

6月 22日まろっ子ひろば地域交流 

さかいで子育て支援センターまろっ子ひろばでは、屋

外ひろばに地域の方と親子が一緒に畝を作りこれま

でにイチゴやナスなどを育ててきました。先日はみん

なで育てたジャガイモを収穫し、地域の方々と一緒に

料理をして食べました。地域のおじいちゃんたちが子

どもを見守っている間にママや地域の婦人チームは

お料理を！とっても素敵な交流ができました。若いマ

マ達は料理を教

えてもらったり、

地域の人に子ど

もを見てもらっ

たりしたことで

リフレッシュで

きたようです。 

 

働き方改革セミナー開催しました 

 今年度も香川県から働き方改革モデル企業サポー

ト事業を受託。5月 28日（月）サンポートにて【働き

方改革実践セミナー】を開催しました！ 

 基調講演は「働き方を見直せば組織はもっと成長す

る！～輝くように働く社員が社風をつくる～」と題し

て島根県の株式会社長岡塗装店 常務取締役 古志

野 純子さん にご講

演いただきました。 

創業 80周年、社員 32

名の長岡塗装店を経営

する古志野さんは20年

前にベテラン職人が放

った一言「社員が辞めるのは会社のせい。このままだ

とそのうち職人がいなくなり、会社自体がダメに！」

と聞き働き方を見直すようになります。理想は『笑っ

ている社員の真ん中で大笑いしている自分』その姿を

思いながら、「経営者も社員側の立場に立って物事を

考えて行こう」と考えました。 

具体的には「今いる社

員に長く働いてもらう

ために、高齢者雇用制

度の見直し・若手を育

成する体制を整える。」

「男性社員の育児問題

をきっかけに、子育てや介護への支援・制度を見直し、

改善し、それを社員にわかりやすくていねいに説明す

る」…などを実践。成果として取り組み後「８年間退

職者なし」に繋がったり、優秀な営業マンが、介護の

為に職を探しており、どのような人を求めているか、

どんな制度があるかなどみえる化された HPを見て入

社、そのおかげで業績が上がったりという実績をてい

ねいにお話いただきました。 

 

 

  



働き方改革モデル企業決定！ 

今年度働き方改革モデル企業募集に県内 14 社からご

応募いただき、先日選考会を開催し以下の 5 社に働き

方改革コンサルタントの先生と共にサポートさせて

いただきます。 

  

 

＊医療社団法人弘誠会 

 ＊株式会社アイ・ディー・エム 

 ＊株式会社ウエストフードプランニング 

 ＊株式会社きむら 

 ＊株式会社ゴーフィールド（50 音順）

 

赤ちゃんふれあい授業が今年も始まります 

 未就学児童を持つ保護者に、「自分が親になる前に子どものお世話をし

た経験がありますか？」と問うと実に約 75％が「ない」と答えています。

「初めて抱く赤ちゃんが我が子」では子育てに戸惑うのは容易に想像でき

ますね。そこでわははネットが 7 年前に高松市に提案して始まった「中学

生との赤ちゃんふれあい授業」。 

 毎年わははネットは高松市紫雲中学校・勝賀

中学校・坂出東部中学校などへ赤ちゃんとママ

と一緒に授業に出向き中学生が赤ちゃんを抱っ

こしたり、ママの話を聞いたりします。どの生

徒さんもママの話に熱心に耳を傾け、恐る恐る

赤ちゃんを優しく抱き、そして命の重さを感じるようです。 

今年は 7 月 13 日に紫雲中学、9 月 14 日に勝賀中学に訪問します！ 

 

四国最大級の木育キャラバン開催 

8 月 18 日（土）19 日（日）、香川ではめったに触れることのできない上質の木のおもちゃたちが東京おもちゃ美

術館から丸亀町商店街一番街ドームの下にキャラバン隊となってやってきます！ 

わははネットと古くから親交のある東京おも

ちゃ美術館は沖縄県国頭村、山口県長門、秋田

県鳥海山などに姉妹美術館を 次々と誕生さ

せ地域の子どもたちに喜ばれるだけでなく地

方創生にも一役買っています。 

この度、高松丸亀町商店街とおもちゃ美術館を

お引き合わせしたところ一度ぜひ高松でもや

ってみよう！という話になり今回の運びとな

りました。 

ぜひ皆様もご家族で遊びにお越しください。

  

 

赤ちゃんふれあい体験の調査データ 

 



今年もやります！わははネット発案の 

「縁結び・子育て美容-eki」認定講習会  

美容院やネイルサロン等の子

育てママと 1 対 1 で向き合い

雑談する機会のあるお仕事の

方々に子育てや縁結びの取り

組みなどを知っていただくた

めの「縁結び・子育て美容-eki」

認定講習会。 

2時間の講座を受講後、香川県

からの受講修了証と認定ステ

ッカー等が渡されます。 

9月 10日（月） 10時～サンメッセ中会議室 

11月 19日（月） 10時～丸亀市保健福祉センター 

参加希望の方は是非わははネットまでお問い合わせください。 

  

子どもの発達が気になるご家族向けに 

「子育てカレッジ」開催予定 

子どもの発達応援リレーセミナー 

 ■日 時 平成 30年 10月 21日（日）10:00～12:00 

 ■場 所 高松テルサ 301・302会議室 

  （香川県高松市屋島西町 2366-1）   

  ≪対象≫子育て中の保護者 

 ≪定員≫30名～40名 ※託児付き(308会議室) 

 

  

子育て情報誌『おやこ DEわはは』 広告出稿ご希望の方は 

子育て情報誌『おやこ DE わはは』に広告ご出稿という形で子育てを応援してくれる企

業・店舗様も随時大募集中！広告作成のご相談（ママの声を活かした広告作りのご提案

など）から掲載までご検討いただける方はお気軽にお問い合わせください。 

 

 
 

わははネットの活動をご支援いただく 

「わははネットサポーターズ・クラブ」では 

随時会員募集中 
わははネットでは 

香川の子育て環境改善をはかり、全ての子育て家庭が「子どもを産んでよかった」「生まれ

てよかった！」と言える社会を作ることに“当事者目線”でトライし続けたいと考えていま

す。 

私どもの活動趣旨にご賛同いただき、ご寄付というかたちで支援していただいている企業・

団体・個人の皆様を「わははネットサポーターズ・クラブ」会員と称しています。随時募集

していますので、ぜひご協力いただけますよう、お願い申し上げます。 

• 会費（寄付金）：一口 10,000 円／年 

• お問い合わせお申込みは わははネットまで 

 

 

NPO 法人 わははネット 香川県高松市大工町 1-4 

TEL 087-822-5589 FAX 087-816-5582 

e-mail wahaha@npo-wahaha.net 


