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ご挨拶 今年の夏は酷暑、そして豪雨・台風と災害が続き、比較的災害が少ないと言われていた瀬戸内にも

大きな被害が出ました。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。 

先日広島県福山市に子育て講演会に呼んでいただきました。 

土砂災害の酷かったエリアの子育て支援センターの職員さん等も研修に来られており中にはお子さんを亡くされた

利用者さんもおられるとのことで胸が締め付けられる思いがしました。 

子育て支援センターが今なお避難所として利用されているため、親子の利用ができず、被災地の小さな 子どもたち

が居場所が無くて困っている。復旧作業をしたくても幼子を連れた母親が粉塵の中何もできず困っている。子どもを預

かってあげたいけれど場所が無くて・・・。という話も聞きました。何もできず茫然と話を聞くばかりです。 

 しかし、講座の中で、わははネットがこれまで事業者さんや民間の方と一緒に取り組んできた子育て美容-eki事業

や、子育てタクシーの話などをしたところ「そうだ！保育所だけじゃなくて空いている民家を借りて子どもを預かる活動

ができるかもしれない！」「施設の中にいるだけじゃ見えなかったことに気づいた！」と皆さんがワークショップの中で新

しい子育て支援策を必死に考えられていて、胸が熱くなりました。これからも情報交換をしながら必要なことがあれば何

かお手伝いできたらと考えています。         理事長 中橋 惠美子 

 

   

■子育て情報誌おやこ DE わはは 79 号の反響 

7月 15日に発行した子育て情報誌おやこ DEわはは 79号はいかがでしたでしょうか？ 

特集の自己肯定感・そして、わはは総合研究所と題したシリーズの中での「自転車マナ

ー」の特集など、読者の方からまさに今関心のあるテーマだった！とたいへん大きな反

響がありました。 

また香川県教育委員会や保育園や幼稚園からの問い合わせや病院等からも「追加で配本

したいので送ってほしい」というご連絡をいただいています。少々テーマが固いので読

者の皆様の反応が不安でしたが香川県の子どもが全国的に見ても自己肯定感が低い、と

いうデータが出たことで「どうしたらいいの？」と保護者の皆様も不安に感じていたの

だと改めて感じました。 

自己肯定感の特集で取材にお応えいただいた香川大学医学部の鈴木裕美先生とはその後

も交流が深まり今月も鈴木先生の研究室に伺い、子どもの自己肯定感を育てるためのプログラム（トリプル P）

を広める活動のお手伝いをさせていただく予定です。 

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

■子育て情報誌おやこ DE わはは 80 号 ついに 80 号発行できました！ 

 このたび 9月 18日発行の「おやこ DEわはは 80号」いかがでしょうか？ 

今年度から表紙イラストを香川屈指のイラストレーター オビカカズミさんが担当してくださ

っていますが毎回情報誌のテーマに合わせた表紙イラストを考えてくれます。今回は 80

号の節目の号ということで何ともめでたい素敵な表紙イラストを描いてくれました。 

今回は県内の子育てひろばを回りママの口コミ特集を。またわはは総合研究所のテーマ

は来月のピンクリボン月間にちなんで乳がんについてのママの意識調査等をして掲載し

ています。 

是非ご一読いただきご感想など寄せていただければ幸いです。 



■働き方改革サポート事業をしています 

わははネットでは今年

度香川県労働政策課か

ら委託を受け「働き方改

革モデル企業サポート事

業」を行っております。 

また丸亀市からも委託を受けて「ワークライフバランス推

進企業サポート」も行っております。 

それぞれ当法人と契約している働き方改革支援の取り

組みの熱心な社会保険労務士、中小企業診断士、キャリ

アカウンセラーなどの先生方とチームを組んで 7月から来

年 2月までサポートをさせていただきます。今年度は以下

の企業様へ働き方改革サポートとして伴走させていただ

いています。 

＊香川県事業として 

 ①株式会社 きむら 様  （高松市太田町 小売業） 
 ②株式会社 アイ・ディー・エム 様 

（高松市桜町 高齢者介護） 
 ③株式会社 ウエストフードプランニング様 

（丸亀市田村町 飲食業） 
 ④株式会社 ゴーフィールド 様 

（高松市川東町 情報通信業） 
 ⑤医療法人社団 弘誠会 様 

（高松市多肥下町 歯科医業） 
＊丸亀市事業として 
 ①社会福祉法人 光志福祉会 様 

（丸亀市川西町 介護事業） 
 ②株式会社 コスモ不動産 様 

（丸亀市中府町 不動産業） 

 以上 7社です。 

 すでに合同キックオフミーティングで各社の働き方改革

の取り組み目標及び目標数値などを設定し具体的な取り

組み手法を定め取り組みが始まったところです。 

私たちもコンサルタントの先生方と同行する中で大変多く

の学びがあります。 

「働き方改革」と言っても社員一人一人の幸せ度をアップ

しながら生産性をあげて会社も社員もそして社会全体がよ

りよくなるためにどうしたらいいか、ということを真剣に考え、

行動に移します。 

業種業態は変われど根幹にあるものは共通しています。 

取り組み手法は担当コンサルタントの先生ごとに様々です

が、どの企業様も真剣で働き方改革の担当者をつけて熱

心に取り組みがスタートし私たちも楽しみに伴奏させてい

ただいております。 

今年度末には成果報告をリーフレットにまとめますのでま

た皆様にご報告させていただきます。 

 

■イベント報告① 

 去る 7月 21

日 坂出商店

街で開催する

土曜デーに

合わせわはは

ネットが参加

している坂出

子育て支援ネ

ット（通称きんときネット）主催の「こども食堂」を初開催。 

カレーライスを作りましたが 1時間ほどで売り切れ！ 

大勢のおやこで会場はところせまし。食を通じて地域の交

流が深められ、また子どもの顔の見える関係が構築できま

した。子どもの貧困と言う問題だけでなく孤食などコミュニ

ケーション不足で地域の中に子どもの顔が見えにくくなっ

ています。食を通じて地域での子育て支援の機運がまた

盛り上がればいいな、と願わずにはいられませんでした。 

 

■イベント報告② 

 去る 8月 18日

19日、丸亀町壱

番街ドーム下に

て、商店街での

開催は初となる

東京おもちゃ美

術館とコラボし

た「木育キャラバン」を丸亀町商店街さんのお手伝いをさ

せていただいて開催しました。 

当日はボランティア総勢 50名、遊びに来くれた親子が

実に約 1700名。 

4 トントラックにギッチリい

っぱいで運ばれてきた国

産の木のおもちゃの数々

は子どものみならず大人

たちも一瞬で虜になるほ

ど。 

浜田知事も遊びに来てくれるなど大いに盛り上がりまし

た。 

  



■わははネット主催の募集中のイベント等のご案内 

 

 

 

 

◎子育て 住まいのアドバイザー養成講座 

NPO 法人わははネットは「かがわ暮らし KO・SHI・
RA・E の会」と「子育て住まいのアドバイザー養成講
座」を開催する事となりました。 

「かがわ暮らし KO・SHI・RA・E の会」は、県内の
住宅メーカー、インテリア、エクステリアなどを手がけ
る企業が会員となっており、各社がともに勉強し情報発
信をすることで、各社のブランド力を高めることを目的
として活動しています。 

この養成講座で子育て世代によりよい住宅をお考えい
ただけるような情報を提供できる講師をお招き致しま
す！ 
 
開催日：第 1回 9月 25日（火） ・第 2回 11月 20日（火）  
会場：両日 サンメッセ香川 

 

◎「イクケン香川」子育てカレッジ 

子どもの発達応援リレーセミナー 

 

就学前の子育てをしてい

る保護者の子育て不安を

取り除き、前向きな子育

てができる手助けになる

ような講演です。 

開催日：10 月 21 日（日） 

会場：高松テルサ 

対象：就学前の子育て中

の保護者 

申込締切：10 月 12 日

（金） 

 

◎「イクケン香川」子育てカレッジ 

子育て支援施設見学バスツアー 

 

バスでお出かけ気分を楽し

みながら、専門家の話も聞

けるバスツアーです。 

開催日：10月 25日（木） 

     11月 4日（日） 

対象：乳幼児親子、 

プレパパ・プレママ 

定員：各回 先着 20名 

参加費：無料 

※ただし昼食代 大人 1名 1,000円 

  

 

◎平成 30 年度 働く女性活躍応援セミナー 

「わたし」も「家庭」も大切にしながら働きたい 
再就職応援セミナー 

 
 
女性で再就職をしたい！
という気持ちがある方で
あれば、受講できます！ 
参加無料！ 
 
高松会場：10月 17日（水） 

高松テルサ 
 
丸亀会場：11月 6日（火） 
丸亀市生涯学習センター 

 
 
 

 

◎縁結び・子育て美容-eki 認定講習会 

 

結婚支援から子育て家庭

まで温かく見守り応援す

る窓口になることを目的と

した講習会です。 

受講対象者：香川県内の

理美容院・リラクゼーショ

ンサロン・整体院などで勤

務されている方、管理者 

開催日：11月 19日（月） 

場所：丸亀市保険福祉センー 

 

 



 

■当法人理事長中橋が 

コーディネイターを 

つとめます 

 

Ｈ30 たかまつ女性活躍推進事業 
女性活躍が生み出す経営効果の秘訣 

 

対象：企業経営者・人事労務

担当者 

開催日：9月 28日（金） 

会場：高松テルサ 

 

 

 

 

 

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 
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