
えくぼパパサポーター
新田 繁睦





住所
  浦添市前田 3-4-6

引越しや冷蔵庫１つだけなど。
運送で困った時はご相談ください！

赤帽  宮平運送

LiPSS（ライフプランニング・サポートサービス）
一度、体験しませんか？

子育てママ応援♪ライフプラン表作成講座

SL2407-3350-4396

宮城珠算学校
浦添市内 送迎バスあり
設備充実
創立65周年の信頼

浦添市屋富祖2-26-12
tel : 098-877-1234

最強の習い事そろばん  最高の宝物あんざん

浦添市経塚811-50  Tハウス4F
tel. 090-3016-2048

あと楽子育てamimama

あなたの子育ての悩みや不安、赤ちゃんとの〇〇で解決！

「えくぼを見た」で
個別相談30分　

講座の中で、赤ちゃんとのコミュニケー
ションのとり方のコツをお伝えします。

住所：与那原町字東浜 87-1-202
tel : 090-1369-5373

癒快グループ
全ての人に、感動と喜びを！

当院での治療は自然に、無理なく
です。人間本来持っている治癒能力
を最大限に引き出し、効果的に癒し
ます。トップアスリートも信頼を寄
せる治療法。痛みや痺れでお悩みの
方、ぜひ一度ご相談ください。

我慢していませんか？
首・肩・腰・膝の痛み
痛みの根本から改善し

健康な身体づくりをサポート致します。

住所 : 愛媛県松山市山西町859-3
癒快グループ 本部

癒快グループ 沖縄
住所 : 沖縄県宜野湾市伊佐2丁目
              22-2EL DULCE ISA 403号
Tel :  090-4785-4000

tel.070-3803-1881

双子・ 三つ子ママみーんな友達

Mail :   hanibani.sp@gmail.com

児童館や公民館、学校等を
まわる移動双子会です！
北部～南部まで色んな場所に
いきますよ～♪
（無料）気軽に
遊びにきてね♪

ふたごちゃん
みつごちゃんクラブ

生後１～４週間の新生児の貴重な
ひとときを写真撮影。ニューボーン
フォトの専門技術と安全面・衛生面
を徹底し、出張撮影（出張費無料）。
妊娠６ヶ月以降からご予約受付中！

撮影時に「えくぼを見た」で、
当日アルバム20%割引

「礼儀・親切・信頼」の赤帽運送

生産者の思いをお客様に届けたい！という
志をもち、ハッピーモア市場は日々挑戦中！
毎日元気に営業中です♪

ハッピーモア市場
Tropical 店

カラダにハッピー！ココロも元気に。

住所：宜野湾市大山7-1350-81

tel : 098-988-9785

営業時間：10時～18時
                   （定休：年末年始)

今号で４０冊目となった“たいようのえくぼ ”。メンバーママたちが毎号話し合いを重ねながら色んな情報を発信してきました。
企画記事の数は５０以上！ そこで、ここでは４０号を記念して過去の企画・特集記事をご紹介します～！

おでかけおでかけ
・ママのリフレッシュスポット（6号）
・子連れに優しいラーメン屋特集（10号）
・磯遊び特集（9号）

お役立ちお役立ち
・風邪予防特集（7号）
・節電術（8号）
・収納術（9号）
・台風対策（9号）
・女性視点の防災・減災（13,31,33号）
・放射能特集（11号）
・予防接種（7号）
・ワクチン特集（12号）
・旬野菜、時短レシピ（4,31,36号など）
・野菜の保存・選び方、復活法（19号）
・ティーアンダー部（21,31 号）
・ハンドメイドレシピ（31~36号）

子育て子育て
・支援制度が変わると特集（8,13,15,17,28号など）
（沖縄と県外の違いや状況も交えて）
・困った！その時にH E L P記事（16,18号）
（ファミサポ/病児・病後児保育特集）
・兄弟育児（11号）
・発達障害について（10,16号）
・難病の子どもと家族を支えるN P O特集（13号）
・食物アレルギー特集（14号）
・民間療法（24号）
・英語特集（24号）
・子連れde飛行機旅（14,29号）
・習い事特集（9~11,30,33号）
・Bookcafe（おすすめ本の紹介）（32~34号）
・コロナ禍特集（35,36号）
・性の話（39号）お楽しみお楽しみ

・卒乳（8号）
・イマドキの妊婦事情（22,23号）
・産休明けワークライフバランス（27号）
・みんなの出産エピソード（12号）

・寝相アート（13,15号）
・うちな～ぐち講座（11号）
・キャラ弁（10,11号）
・おうちあそび
・惚れワジ（21号,25～37号）
・笑っちゃう子どもエピソード（37号）

その他その他
・家庭内家事分担についてのリサーチ（27号）
・ファミ婚のススメ（6号）
・保育士不足の記事みんなで考えよう（18~20号）
・地球にちょっとエコな気遣い（37号）
・やんばる ちびっこの会（37号）

ちゃーあしびーちゃーあしびー
えくぼオリジナル目の検査表（6号）、
うちなーぐち手遊び（11号）、色水
（12号）、泥団子（16号）、炙り絵（15号）、
葉書づくり（17号）、すごろく（18号）、
影絵（19号）、窓デコ（20号）、キャンドル
ライト（21号）、食べまきガーデン（22号
）、ウチナーグチパズル（豚肉）（23号）、
空気砲（25号）、新聞クリスマスツリー
（26号）、牛乳パック工作（28号）、草花
遊び（30号）、カブトムシクワガタ飼い
方（31号）、わらべうた（9号）、塗り絵
（39号）、骨盤セルフケア（36号）、
海のゴミ探しイラスト（37号）などなど

えくぼが誌面を飛び出して、
企画運営を行ったイベントも
たくさん！イベント後には必ず
報告記事の掲載もしています♪

えくぼだけの企画記事のほか、たくさんの
サポーター様のおかげで充実した内容を
お届けできています。改めて
サポーターの皆さま、
ありがとうございます

これまでの
企画・特集記事紹介
これまでの

企画・特集記事紹介

ぐるっとドライブの他にも… 現役ママだからこその視点でお届け！
ママ達のあるあるや
悩みごとが記事に

フレッシュな情報やリアルな声を

　　　　　ググッとまとめました

息抜きも大切♪

今年度は今年度は

イベント協賛企業様・出店者様も募集しています

毎号裏表紙では
いろいろな遊びを
紹介しています♪





4歳（女の子）のママ

私はアパレル業界で２０年間会社員をして
いたので出張や土日出勤も当たり前でしたが、
娘が生まれて、子育てをしながら働きたい！と
悩み抜いた結果、学研の教室を開くことに
しました。最初は家族に反対されましたが
教室をオープンして１年経ち、今ではやってみて
本当に良かったと思っています。

教室の時間がやっぱり一番楽しいです♪私の
教室では３歳～中学生までの子ども達が学習
しているので、小学校の話から中学生の恋話
まで私の方が楽しませてもらっています！

Q.学研の先生を始めたきっかけは？

Q.一番楽しい時間はどんな時ですか？

Q.自宅の一室が教室で良かったことは？

A.

A.

家庭と仕事場のバランスが取りやすい事。
教室が始まる前に旦那が購入してくれた電気
圧力鍋をピッと押して、子ども達の学習を受け
入れている間に夕飯ができる！忙しいママに
とってはありがたい働き方です。

A.

茜先生の1日
起床

幼稚園へ送り

掃除・ 夕飯の準備
幼稚園お迎え

お風呂・夕飯・就寝

学研教室

兼原きぼう教室
安里 茜 先生

8:15
6:00

8:30
11:50

14:00

19:00

21:00

~

パパ 17時帰宅 
　→ 娘はパパと
　　夕飯&お風呂
パパ 22時帰宅
 　→ 娘は教室で
　　  お絵描き

大活躍の
圧力鍋▼

▲ 兼原きぼう教室

みらいチケット 体験レポートみらいチケット 体験レポート
いま沖縄県内で普及が進んでいる、タコライスラバーズの“みらいチケット”。 協力店の方にお話を
お聞きしながら、えくぼママ&えくぼキッズが“みらいチケット”を体験してきました。

みらいチケットとは？
奈良県にあるげんきカレーの『みらいチケ
ット』が手本となっています。飲食店で食べ
る際にプラスで料金を支払うと『みらいチケ
ット』が購入でき、お店の掲示板にチケット
が掲載されます。お腹のすいた子どもたち
がお店にやってくると、このチケットを使っ
て無料で食事をすることができます。それは
ただの食事ではなく、誰かの応援や希望が
詰まった食事になります。子ども達は、栄養
だけでなく明日を生きる勇気や希望で満た
されることになるのです。

あなたも『みらいチケット』で子ども達に勇気と希望を届けてみませんか？

協力店でみらいチケットを使ってみた

協力店でチケットを利用・買ってみた

S T E P 1

S T E P ２

S T E P ３

ホワイトボードに貼ってある
チケットをとる

みらいチケットをお店の人へ渡し、
チケット分の食事を受け取る

掲示板のメッセージを通して
子どもも大人も笑顔になる！

INTERVEW

食べられるメニューはお店に
よっていろいろ。 鳥のこーる
まんでは、日替わりでカレーや
タコライスが食べられるよ！

親子で来店しても、子どもは
みらいチケットを使う事ができるよ！

みらいチケットの協力店になったきっかけは、タコライスラバーズの代表である
山川さんとの出会いです。私自身、貧困家庭で育ったこともあり、「貧困をなくしたい」「こども達
を空腹から救いたい」という想いにとても共感しました。現在、みらいチケットの協力店として
運営していく中で、特に中学生がお腹を空かせてやってくる状況から、うちの店では中学生も
利用OKにしました。正直、お店の利益にはならないのですが、子ども達には、みらいチケットを
通して、親や学校の先生以外の人と交流し、視野を広げていって欲しいと思っています。今後は
お店も拡大していきたいと考えているので、みらいチケットも一緒に広げていきたいです。

今回、初めてみらいチケットを利用して、その提供される食事の温かさに、心も温かくなりました！  子どもが
食べる事は、まさに“未来を作っている”な～！と感じ、「みらいチケット」というネーミングはまさにぴったりだ
と思いました。私は更に取材で使わせて頂いた分のみらいチケットを購入したのですが、ボードにチケットを
貼ると、「これでお店に来る子のお腹を満たしてあげられるんだ…。」と不思議な満足感がありました。
みらいチケットは、地域の大人が地域の子ども達を育ててる！そんな感覚にさせてくれるものでした！

えくぼママ

ラ

イタ ー ・ なな▶ 次号ではタコライスラバーズ代表・山川さんのインタビュー等を予定しています！お楽しみに～！

沖縄の食材にこだわるテイクアウト専門店  鳥のこーるまん
〒901-0212 豊見城市平良95-7  営業時間：13:00～20:30  定休日：月火　

取材
協力

タコライスラバーズ公式LINEができました♪タコライスラバーズ公式LINEができました♪

鳥のこーるまん店長鳥のこーるまん店長

名幸 健悟さん名幸 健悟さん

協力店・協賛会社一覧
協力店・協賛お申し込み
みらいチケッとは？
物販など

LINEで
いろいろ
できるよ～！
☞

お誕生日や父の日・母の日、卒園式などに、プレゼントや記念品を送ったり・もらったりした
思い出はありますか？  手作りの品でも、購入品でも、想いが伝わると嬉しいですよね。
今回は、プレゼントや記念品にまつわる、心温まるほっこりエピソードをご紹介します。

ほっこりエピソードほっこりエピソードほっこりエピソード
プレゼント 記念品プレゼント 記念品

卒園式のときに、集合写真を
プリントしたTシャツをみんなで

お揃いで購入！着るたびに

思い出が蘇って、愛着のある服に
。

（5歳女の子・7歳男の子パパ）

娘の100日記念に
手形アートを手作り！
飾っても可愛くて
お気に入りです🖤
（0歳・2歳女の子ママ）

離れて暮らす祖父母に、
孫の写真入りのマグカップを
プレゼントしたら
「もったいなくて使えない」
と飾ってあるそうです。笑
（1歳男の子ママ）

InstagramSHOP
 \熟練の職人が、高機能レーザーでひとつひとつ心を込めて彫刻します/

息子が何気なく書いた
ラクガキを、こっそり取っておいて
キーホルダーにしてプレゼントしたら
とてもビックリして喜んでくれた♪
（13歳女・10歳男・4歳男の子ママ）

父の日に「おとうさんにお手紙書いたら？」
と息子に提案してみると、「なんて書いたらいいか
わからないから、絵を書く！」と言って、パパの絵を
書いてプレゼント。パパも「上手になったね」と
嬉しそうでした。  （7歳男の子ママ）

母の日にプレゼントで
もらった洋服がピチピチ・・・（涙）
ダイエットを決意！笑

（5歳・8歳男の子ママ）

世界に一つだけの
オリジナルグッズが
STAR LAND

オンラインショップ
で作れるよ♪

STAR LAND
名入れ工房




