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ご挨拶  この度、私、中橋惠美子は、秋の叙勲で藍綬褒章を拝受する事になりました。 

この受章はご縁をいただき、お力添えを頂いた皆様のお蔭と、心より深く謝意を申し上げます。 

私のような若輩者が身に余る栄誉を受けまして、こ
の章の重みを鑑み、さらに子育てをしている家庭が心
から子どもを産んでよかったと思い、そして子どもた
ちが、生まれて良かったと言える社会にするために、
これから果たすべき役割の重責をひしひしと感じると
ともに、これまでご指導並びに、激励くださった皆様、
また NPO法人わははネットをご支援いただいた皆様へ
深く感謝しております。 

この度私が受賞した褒章は、今年春の褒章から新た
に創設された「女性活躍推進功績」で内閣府男女共同
参画局からのご推薦で、私で 2人目だと聞いています。 

子育てひろばに遊びに来ている親子も、お祝いのお
花を見ながらとても喜んでくれていて、仲間やその家
族も含め皆さんが喜んでくださっていることが何より
次の活動への励みになります。 

わははネットのクレドである「生んで良かった。生まれて良かったと思えるまちづくり」に向けて一層
の努力をする所存でありますので、どうか今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

褒章の受章伝達式、また宮中への参内、天皇陛下への拝謁は今月 11月 14日の予定です。 

また皆様にご報告申し上げたいと思います。 

ありがとうございました。 理事長 中橋 惠美子 

 

わははひろばからのお便り 
■さかいで子育てフェスティバルの開催報告 

（まろっ子） 

10/21(日)  わははネット主催の第 3回さかいで子育てフ

ェスティバルを坂出市から指定管理を受けている“さかい

で子育て支援センターまろっ子ひろば”にて開催されまし

た。さわやかな秋晴れのもと、坂出市内の保育所や子育

て支援施設、読み聞かせボランティアや子育てボランティ

アの団体、行政など 10団体に協力いただき、坂出市内の

250名近くの親子が来場し、大賑わいでした。 

■10 月 30 日芋ほりの様子（まろっ子） 

子どもたちは地域の宝。ひろばには 1 日 40 組程度の

親子が遊びに来ます。屋外にも大型テントや大型遊具

があり、また地域の方々に支えられ「まろっ子農園」

に季節の野菜や果物を育てています。近年マンション

暮らし等で土に触れる機会が減り、虫が苦手な子ども

が増えましたが、自分たちが泥んこになって土いじり

をして植え育てた野菜がお皿に並ぶと、野菜嫌いの子

どももみんな我先にと競い合ってたくさん食べてい

い笑顔になります。また、土づく

りから育て方指導、そして調理ま

でのお手伝いいただいている地

域の方々とのいい交流の場にも

なっています。先日は芋ほりをし

ました。これからサツマイモ料理

を楽しみたいと思います。 

 

わははネットのクレドカードに記載している 
私たちの目指す方向 
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■香川県委託事業 再就職応援セミナー 

高松会場・丸亀会場開催報告 

10月 17日と 11月 6日に託児付きの「再就職

応援セミナー」を開催しました。 

女性が仕事を考える時自分の都合だけでなく

子育てや介護など家族の事情を考えたり、自

分が本当にやりたい仕事やスキルを考えたり

と優先順位をつけたり、サポート体制を調べ

たりして、長く働き続けられる職場を探します。そのためのヒントを 3

名の先生に教えてもらう講座を開催したところ多くのメディア（KSB瀬

戸内海放送・RNC西日本放送・ケーブルメディア香川）にも取り上げら

れました。開催の様子は後日動画プログラムとして県のホームページで

もお知らせされる予定です。 

■香川県委託事業「子育てカレッジ」 
子育て応援バスツアー開催報告 10/25・11/4 開催 

今回は、乳幼児のパパ・ママやプレパパ・プレママを対象にした、子育て支援施設見学
バスツアーを企画。10月 25日（木）に高松方面、11月 4日（日）は中讃方面を巡りま
した。 

10 月 25 日：高松市こども未来館→たかまつﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ

→認定こども園やしま幼稚園→屋島総合病院 

【午前の部】 

乳幼児から大人までが安心して楽しめる施設！『こど

も未来館 たかまつミライエ』。 

ここでは、子育て支援メ

ニューのひとつファミ

リー・サポート・センタ

ー事務局より「ファミサ

ポの仕組み」をご説明い

ただきました。 

そして、野菜ソムリエ、池田奈央さんによる、「食育

のお話」。お楽しみのランチ交流会では、オリジナル

３段弁当をいただきました。 

【午後の部】 

お腹がいっぱいになったところでバス移動。次に訪れ

たのは『認定こども園やしま幼稚園』。 

楽しそうな園庭に、広々とした

テラスが気持ちいい～♡ 

園内では、保育士たちによる楽

しい歌あそびや、坪井理事長よ

り「幼稚園・保育園・こども園

の違いについて」の説明や園内を案内いただき、給食

調理室まで見学させていただきました。 

これからの育児に必要な情報満載です! 

そして最後は屋島総合病院！ 

こちらでは、四国唯一の妊娠・授乳薬物療法認定薬剤

師さんや小児科の先生からのお話、また助産師、看護

師スタッフのみなさんフル出演の豪華なんでも相談

会が行われました。 

11 月 4 日：岡田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ→

キトクラス→かがわ子ども・子育て支援センター 

【午前の部】 

助産師会が主催する「いいお産の日」のイベント。様々

な体験コーナーがあり、沐浴体

験コーナーでは、プレパパ・プ

レママ夫婦が体験。「首がグラ

グラしているのに一人でお風呂

に入れるのは無理だ～」と言っ

ている横で、ご主人は黙々と体

験中。洗い流す時の大胆な行動

に(頭からお湯をかける)少々戸

惑っていました。でも、「とても貴重な経験ができて

よかった。」と言ってもらえ、助産師の方もにっこり。 

次に訪れたのは、『山一木材 

キトクラス』。ここでは木の

お話を聞き、栄養士が作って

くれた特別メニューを食べま

した。バスを降りると木の香

りがして、参加していた子ど

もたちからは「木のいい匂いがする～」という声もあ

がるほど、本当にいい匂いがしていました。その中で、

木のおもちゃの選び方や県内の木材のお話をしてい

ただきました。 

食事も野菜をたっぷり使ったメニューで、盛り付けだ

けでも子どもが喜ぶものでした。 

【午後の部】かがわ子ども・子育て支援センターへ。

ここは、支援センター・保育園・乳児院が一緒になっ

た施設で各施設の説明の後、見学。この日は日曜日だ

ったので、子どもたちはいませんでしたが、０歳～年

長のお部屋を紹介していただき、「なかなか見られな

い所まで見学できてよかったです」という声もありま

した。 

 

 

自分の適性を知るキャリアトランプの様子 

https://npo-wahaha.net/archives/002/201811/large-d6945b6fcf87f54bba1bbb4f7e7b8873.jpg
https://npo-wahaha.net/archives/002/201811/large-91ec26920796001852b73a6431ad8615.jpg


■わははネット主催の募集中のイベント等のご案内 

子育ての環境、女性のため、ママのためのセミナー、イベントを開催しています。お申し込み・お問い

合わせは、わははネット 電話：087-822-5589までご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎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」を開催することとなりました。 

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！ 
 
※「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。 

 
 
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 

 

終了しました 

参加企業募集

中 

◎経営者・労務担当者向け研修 女性活躍応援セミナー 

女性がいきいきと活躍できる企業は風通しがよくコミュニケーションも自然と活発に。 

柔軟なアイディアや、様々なネットワークを持つ女性が子育てや介護をしながらも働きやすい
職場を作ることで企業が盛り上がる！ 

他ではめったに聞くことができない多くの地方の中小企業等が女性活躍推進の取り組みを支
援してきたリーダーのセミナーを開催します。 

〇1月 23日（水） 13：30～（予定）  講師：株式会社 wiwiw 代表取締役 山極清子さん 

会場：サンメッセ香川中会議室  

〇2月 8日（金） 18：00～（予定）  講師：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

会場：ユープラザうたづ視聴覚室 執行役員 主席研究員 矢島 洋子さん 

参加無料  香川県労働政策課委託事業 

第Ⅰ期申込締切間近！ 

来年 5月 12日（日）「母の日」にサンメッセ香川で開催します。 

子育てを応援する企業と子育て中のママ達とわははネットがつ
ながって子育てをもっと楽しくするためのイベントです。 

 

ブース出展も申込受付中。11月 30日（金）までにお申し込みいただけるとブース出展料金がお得になっています。
ぜひ、ご検討中でしたらお早めにお申し込みください。 

<開催概要> 

●日時：2019年 5月 12日（日） 10:00～15：00 ●会場：サンメッセ香川 大展示場&屋外展示場 

<お申込み期間> 

●～2019年 2月 28日（木） 早期申込割引：2018年 11月 30日（金）まで行っています。 

※料金など詳細は NPO 法人わははネットまでお問い合わせください。 

※お申し込みは先着となっております。定数に達した場合はお断りする場合もございますがご了承ください。 

【お申込み・お問合せ】NPO 法人わははネット ママ∞フェスタ係 まで 

 



 

 
香川県働き方改革企業サポート事業進行中！ 

 

県内 5 社の企業様へ働き方改革サポートと
して社会保険労務士などの方々と一緒に毎
月 1～2回訪問しています。 

企業様ごとにテーマは違いますが、どの企業
様もまずは従業員（社員・パートも含む）と
一緒に「働き方改革に取り組む意味」を共有
する時間を持つなど工夫をしています。 

また従業員にアンケートを取り、現在の職場
内でもう少し働きやすく改善できる点を挙
げてもらったり日々の業務の洗い出しをし
て効率化を目指すために見直しをした
り・・・と作業をする中で少しずつ働きやす
い職場に近づいていると実感しています。 

来年 3 月には改めて皆様に成果を発表させ
ていただきます。 

 

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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