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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

2020年度を振り返って2020年度ご支援をいただいた方々のご紹介

　世界を惑わした、新型コロナウイルスの感染は１年経った今も依然として
終息の目途は掴めず、さぬきっずコムシアターの活動にも大きな影響を及ぼ
しました。
　今年度計画していた人形劇等の 5つの舞台鑑賞活動は、一度も実施するこ
とができず、子ども達に届けたい感動体験の機会が空白になってしまいまし
た。万全な感染対策の必要性と、こんな時だからこそみんなに感動を届けた
いという想いとの狭間で、3蜜をさけるためには上演を自粛せざるを得ない
という社会のルールを守るカタチで選択した、「苦渋の決断」でした。
　しかし、私たちは今、日々成長する子どもたちや子育て家庭のために、
with コロナの社会の中で、立ち止まることなく新しい方法を模索しています。
交流や学びの場、また相談の場としてオンラインシステムを幅広く活用する
ようにもなりました。子育て家庭のみならず、マタニティさんや子育て支援
従事者の方々へ向けたオンライン講座等を企画し、多くのご参加を頂き好評
を得ています。
　一方、さぬきっずコムシアターが認定ＮＰＯ法人の認定を受けて、早、半
年以上が過ぎました。認定ＮＰＯ法人として社会に積極的に働きかけを行っ
た結果、幸いにも、今年度の寄付数は目標に達することができ、会員のみな
さま、地域の方々、企業の方々、たくさんのお力添えがあってこそと、この
場を借りて御礼申し上げます。
　丸亀市におきましても、市民活動交流センター「マルタス」がオープンし
ました。私たち市民活動団体が一緒になって地域の課題に取り組み、みんな
で子育てを応援する街を創っていけたらと思っています。

　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

理事長　髙橋 勝子
2021 年 3月  吉日

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。）
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ご寄付はいずれかの方法でお手続きいただけます
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特定非営利活動法人わははネット
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四国システム㈱　津谷　弘樹
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公表の了承をいただいている方のみ掲載させていただいております（2021 年 3月 15 日現在　順不同・敬称略）

他 57 名



https://marugame.net

活動報告 出張事業

地域子育て支援拠点事業

広報事業

きっずスクール

新かがわ健やか子ども基金
丸亀市健やか子ども基金事業

コミュニケーション事業

コロナ感染対策として飲食を伴う活動を中止したり、人数制限を

したりしながら 6月から月 1回の活動を開催しました。2月末ま

での活動ではのべ 161 名の親子が参加しています。なかなかでき

ないことが親子で体験できて楽しい時間になっているようです。

市外からの継続的、定期的な依頼があり対応しています。

コロナ感染対策のため、依頼のあったイベントが次々にキャン

セルとなりましたが、年度末になって依頼が増え、感染対策を

考慮しながら対応しました。子育てする親が子どもを安心して

預けて、学びやリフレッシュする機会を応援しています。

4～ 5月は休校に伴い閉所し 6月から火曜日～金曜日に実施しています。

元気な小学生に対しコロナ対策に大変気を配り対応しています。人気の

おやつ作りなどの飲食関連の活動は中止にしましたが、外部講師による

様々な体験を重ねながら、子ども達は伸び伸びと過ごしています。夏休

み教室は実施できませんでしたが、今年度 40 名の登録で 1日平均 11 人

の参加状況でした。

丸亀市子育て情報サイト「みてねっと」を、より解りやすく細

やかに配信を行っています。丸亀市の子どもの写真を掲載する

など、楽しいページ作りも試みました。月々、3000 ～ 4000

件の検索数があり、身近な情報収集手段として活用されている

ことがわかります。

毎月 1回、200 部程度の発行をしておりましたが、会員にはＬＩ

ＮＥでお届けするシステムに変更し、ペーパーレス化にむけ調整

しています。

月ごとの活動報告や予定をお伝えすると共に、今年度初めて「ス

タッフ紹介」のコーナーも作りました。

外部の方々にも、もっとさぬきっずコムシアターを知っていただ

くため、新しくＮＥＷＳ紙面を年 2回発行することにしました。

ホームページや Facebook、インスタグラム等のＳＮＳを利用して、

活動の情報提供をしています。

コロナ感染対策として延期としています。

共同募金助成事業の舞台鑑賞も来年度に延期になりました。

活動を控えていましたが、3月には講師にＸｉｎｇさんを迎え

「親子のあそび広場」の表現活動を行い、親子のコミュニケー

ションをはかり楽しい時間を過ごしました。

活動は休止しています。

高学年（水曜日）、低学年（木曜日）のクラス分けをした活動

日に毎週わくわくと作品創作を楽しみました。子ども達の創造

力・表現力は、毎回目を見張る素晴らしさです。時間を重ねて

の成長ぶりが伺えます。現在高学年 3名、低学年 6名の登録で

す。幼児クラス、募集中です。

今年で 4年目となったプロジェクトで、中学校へ出向いて行う助産師

の「命の講座」と乳児親子の「あかちゃんふれあい教室」は中学校か

らも評価が高く、毎年の実施を希望されています。今年はコロナ感染

状況を踏まえ、赤ちゃんふれあい教室は残念ながら中止となりました

が、助産師の講話や赤ちゃん人形を抱いたり妊婦ジャケットを使って

の妊婦体験は、思春期の中学生達にこれからを考える貴重な機会とな

りました。

月に一度の開催の中高生の居場所「テラ☆ティーンズ」の参加は少人

数ではありますが、様々な出会いの中、学びや楽しみを見つけ、世界

が広がる居場所となっており必要性を感じています。

思春期の子どもを支える大人対象のオンライン講座「アドラー心理学

から学ぶ　子どもとの向き合い方」には100人を超すお申し込みがあり、

子どもとの関わり方に関心を持つ大人の大きな学びに繋がりました。

丸亀情報発信事業

ワークショップ

舞台鑑賞活動

ＤＥ♡あい とっとコム

造形講師出張

保育出張

情報提供

エンジョイ・コムライフ

機関紙きっずコムレター

コムコムひろば・どき コムコムひろば・あやうた

さぬきっずコムシアターＮＥＷＳ

未来を担う命の絆プロジェクト 2020

じゃんぷ♪くらぶ

こどもアトリエ

子どもバンド活動

子ども体験事業

放課後子供教室
どっきん☆くらぶ

5 月まで閉所していましたが、6 月からの開所に伴い、多くの
方の利用に、子育てひろばの必要性を感じています。社会状況
を見据えて、予約制、人数制限、時間制限、移動制限などさま
ざまなコロナ感染対策をし、安全なひろばの運営を心掛けてい
ます。季節行事や、学びの場、交流の場など、子育てママや企業、
様々な方々と共にきめ細やかな支援に取り組んでおり、２月末
時点で 261 世帯登録、述べ 9,646 名の利用人数となっています。
また、城坤地域、城南地域の出張ひろばも利用者は多く、西中
校区の常設ひろばの必要性も感じています。
コロナ感染防止のため、オンラインを活用した支援に取り組み、
ZOOM を使った交流、相談、講座を実施しました。参加人数
が少数のものもありましたが、これからの支援の新たな方法と
して活用していきます。また、いち早くあやうたひろばと一緒
にオンラインの研修も重ね、他の拠点事業所へのサポートをし
たり、香川県子ども政策課発行のオンライン活用の手引きに事
例として紹介もされました。

ホームページ

Instagram
さぬきっず

Instagram
コムコム

Facebook


