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さぬきっずコムシアター

目指す社会像

ゆっくり創
りだそう！
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子どもを産み育てることに幸せを抱ける社会に！

ご支援のおねがい

認定特定非営利活動法人（認定ＮＰＯ法人）
を認定取得いたしました！！

　さぬきっずコムシアターの前身は、1983 年に誕生した「丸亀子ども劇場」
です。
　『すべての子どもたちに創造性豊かな体験を！大きな夢を！』と、子どもの
心に直接届く文化芸術との出会いや体験活動を通して、子どもも大人も共に
育ちあえる仲間や地域づくりをめざす活動は、主に子育てをする母親たちの
手で連綿と引き継がれ、2005 年 9月には、より社会的立場で子育て家庭支援
に取り組むことをミッションとした「ＮＰＯ法人さぬきっずコムシアター」
を設立し、社会性を持った活動団体へと発展していきました。
　変化の激しいこの時代において、長い時間をかけて取り組んできた「地域
で多くの大人が子どもたちの成長を共に喜び見守る」「異年齢の子どもたちが
一緒に活動することで、主体性を育む」という揺るぎない活動は、今、だれ
もが共に支え合い、助け合い、そして共に育ち合う「地域共生社会の実現」
へと視点を広げ、あらゆる年代や立場の違いを超えた集いの場となる『居場
所づくり』の活動へと生かされています。
　そして 2020 年 7月 30 日、より客観的な基準において、高い公益性をもつ
ＮＰＯ団体として、香川県より丸亀市初となる「認定ＮＰＯ法人さぬきっず
コムシアター」の認定を受ける運びとなりました。
　思いを同じくする会員の方々、地域の方々の温かいご支援ご協力があって
こそ、ここまで継続し発展できたと思います。皆様に深く感謝申し上げます。
　さて、昨今新型コロナウイルスへの対応が、日常生活のあらゆる場面にお
いて実践され、感染対策を踏まえた新しい生活様式への転換が呼びかけられ
ています。
　私たちは、みんなが集い、寄り添い、人の温かさを肌で感じられるリアル
な活動を大切にしてきましたので、このような中で、どのように人とのつな
がりを深めていけるのか、with コロナの親子を支える方法を模索しています。
こんな時だからこそ「みんないっしょだよ！」「繋がっているよ！！」と、力
強く発信していきたいと思っています。今後とも、認定ＮＰＯ法人さぬきっ
ずコムシアターに、どうぞご支援をよろしくお願い申し上げます。

　さぬきっずコムシアターは認定ＮＰＯ法人として新たなステージに立ち、地域のみなさまと共に子育てを応援し、
みんなが共に支え合い育ち合える共生社会を目指す活動に、これまで以上に尽力してまいります。
　今後ともご鞭撻をお願いいたしますと共に、みなさまのあたたかい応援やご支援をお待ちしております。
　さぬきっずコムシアターへのご寄付は、認定ＮＰＯ法人への寄付となり税制優遇（寄付控除）が受けられます。

子どもが子どもとして

　　　　　  大きな夢を持ち夢に向かえる社会に！

Only Oneを認め合い、誰もが活躍できる社会に！

みんなで支え合い育ち合える共生社会に！

TEL/FAX

0877 25 0691

Email

kgkagawa@io.ocn.ne.jp

Address

〒763-0082

丸亀市土器町東 2丁目 248 番地

Web

https://sanukids.org
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1983 年 丸亀子ども劇場　発足

2005 年

9月 1日

10 月

改名　さぬきっずコムシアター
丸亀市提案型協働事業第 1期  採択
（コムコムひろばスタート）
ＮＰＯ法人　設立

2009 年

2010 年

2011 年

2012 年

2013 年

2014 年

放課後子ども教室　丸亀市委託
「どっきん☆くらぶ」開設

地域子育て支援拠点事業　丸亀市委託
「コムコムひろば」開設

まるがめ子育て情報マップ作成　初発行
まるがめ子育て情報サイト　開設（～ 2016 年度）

香川県委託「コムコムひろば・Tadotsu」開設 (1 年間のみ )

現拠点に移転
中讃子育てフェスタ　開催

第 1回まるがめ子育てフェスタ　開催

地域子育て支援拠点事業　丸亀市委託
「コムコムひろば・あやうた」開設

2015 年 まるがめ婚活パーティ「出会いはとっとのまちで」開催

2016 年

2018 年

2017 年

第 4回まるがめ子育てフェスタ＆まるマルシェ　開催

丸亀初　中学校にて「あかちゃんふれあい教室」開催

1月

1月

2月

4月

12 月

7月

4月

4月

4月

2012 年 3月 香川県みんな子育て応援団大賞

2016 年 12 月 「子供と家族・若者応援団表彰」

内閣府特命大臣表彰

2016 年 12 月 「地域学校協働活動」推進に係る

文部科学大臣表彰

2019 年 10 月 「あしたのまち･くらしづくり活動賞」

振興奨励賞

5月

3月

みんなの居場所「な～や」新施設開設

2019 年

2020 年

2月

4月

7月 30 日

第 6回まるがめ子育てフェスタwith まるマルシェ　開催

認定ＮＰＯ法人に認定

賛助会費
円 ～

（1口1年間）

ご 寄付
5,000 いくらからでも

ゆうちょ銀行

口座番号 0160-2-35356
口座名 特定非営利活動法人さぬきっずコムシアター

百十四銀行

口座番号 普通 0334712
支店名 丸亀東支店

直接手渡し

さぬきっずコムシアター事務所までご持参ください。

口座名 特定非営利活動法人さぬきっずコムシアター

いつでも活動や施設をご覧いただけます。事前にご連絡ください。

（現在は、コロナ感染拡大防止の為、制限させていただいております。）

子育てに関する情報がいっぱい詰まった

丸亀市での育児を応援するサイトです♪

こちらもぜひご覧ください♪

https://marugame.net

役員紹介
2020 年 5月 27 日
総会にて承認

丸亀市初！

おもいっき
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たっぷり観
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1987 年 5月 第 1回　劇場まつり開催　　　　　　　　　　　　　　　　

毎年改正版発行

まるがめ子育て情報サイト「みてねっと」作成・運営　受託

ご寄付はいずれかの方法でお手続きいただけます

あゆみ
さぬきっずコムシアターの

History

受賞歴
Awards



コムコムひろば・どき
地域子育て支援拠点事業

http://com-com.main.jp

子ども体験事業
事業・スタッフ
紹　介

放課後子供教室
どっきん☆くらぶ

生の舞台芸術の鑑賞、五感を働かせる実体験のワークショップ、

楽器演奏を通じた交流「子どもバンド」など親子共に共有し合

える様々な創造性豊かな体験を通して感性を磨き「生きる力」

を育む活動です。

コミュニケーション事業

様々な年代の出会いと体験の場としての居場所づくりを

展開しています。

きっずスクール事業

アートな体験を通していろいろな素材や道具や表現方法に触れ「わくわくドキ

ドキ」を感じます。自分を表現することに自信がもてる！！がアトリエの願い

です。子ども達一人ひとりの個性を大切に豊かな感性と表現力を育みます。

きっずコム事務局

きっずコムの事務・経理などを担っています。

会員さんが増えて、もっとも～っと楽しみが

増えるといいな。みなさんのご意見やご要望を

ぜひお声をお聞かせください。

出張事業

託児付行事における保育者の依頼

や、造形教室、子育て講座などの

講師依頼を受け、出張しています。

体験と出会いの場として放課後を活用した小学生
の居場所です。異学年の子ども達が互いに関わり
合いながら楽しく過ごしています。

丸亀市の子育て情報をひとつにして

楽しくわかりやすく配信するHP、

まるがめ子育て情報サイト「みて

ねっと」の運営と、まる育サポート

アプリの更新をしています。

主に 0～ 3才の未就園児を子育てしている親子が自由に集える子育てひろばの開催。交流、相談、援助、情報提供、講習の行事を
組み込み、学び合い、支え合い、育ち合う居場所として取り組んでいます。地域の方々とも連携しながら親子に寄り添い、子育て
を応援しています。「コムコムひろば・どき」では、一時預かりや出張ひろば（城坤・城南）も実施しています。

広報事業

コムコムひろば・あやうた
地域子育て支援拠点事業

n.jpn.jp

らぶどっきん☆くらぶ
丸亀情報発信事業

紙面やネットにて活動の案内、

報告など情報提供しています。

丸亀

楽し

まる

ねっ

アプ

舞台鑑賞活動 ワークショップ三井

三井事務局長

髙橋・百々

子どもバンド活動

ＤＥ♡あい 塚本・三井・大森・髙橋

細川・髙橋

百々

青　年

じゃんぷ♪くらぶ

きっずコムアトリエ

幼稚園・保育園に通う親子

エンジョイ・コムライフ 塚本

掛水

細川・中馬

シルバー世代

テラ★ティーンズ

中学生・高校生

毎月発行

塚本・三井

臨時託児における保育者出張

百々造形教室講師出張

機関紙「きっずコムレター」

塚本
HP/Facebook/Instagram/LINE

ホームページ・ＳＮＳ

( 綾歌中校区 )

とっとコム 塚本・三井

父　親

幼児・小学生(低・高)

( 東中校区 )
出張ひろば
コムコム城坤・城南

( 西中校区 )

髙橋


