
いよいよ入学式です！(とっても私事ですが。笑)スーツが入るか…もうア

ラフォーなのに白でもいいのか…そんなことを悩んでいる間に春休みはあっ

という間に過ぎてしまいました。しかも胃腸炎が流行っているそうで、我が

家の子どもたちも見事に流行りに乗ってしまいました。手洗いうがい消毒が

定着しているからか比較的軽く済みありがたいやらなんやらです。季節の変

わり目、体調には気をつけて新年度お過ごしください。

今月の表題は、4歳の女の子が描いてくれました！ありがとうございます。

コロナ禍、少しでもみなさんの身近にいられたらと始めた「きっずコムスタッフ紹介」コムコム

ひろばスタッフは最終となりました✨いかがでしたか？悩みは千差万別。でも共有できることもたく

さん。喜びもたくさん。ここに書ききれないエピソードやお伝えしたいことがたくさん♪もっともっ

とお話ししにきてくださいねぇ⤴次回からは、どっきんスタッフの紹介です。お楽しみに‼

意外と知らない⁈スタッフ紹介vol.2

コムコムひろば・どき スタッフ 三井 喜代子

○子ども…2人 女13歳 女11歳 ○子育てエピソード…長女が生まれた時、1歳に

なったら保育所に預けて働くつもりでした。でも子どもとの時間をもっと一緒に楽

しみたいな♪と思うように。気持ちが変わったのにはコムコムとママ友の存在が大き

かったと思います。数えきれない感謝がありますが、中でも忘れられない出来事は次女を妊娠中切

迫流産で入院した時、一冊の絵本を持ってママ友がお見舞いに来てくれた事です。最後のページに

はママたちからの寄せ書きが！「こんなにみんなに見守られているからこの子は大丈夫！」と本当

に大きな支えになりました。この絵本は今でも私の宝物です。〇メッセージ…4月になって「1年生

になりました！」や赤ちゃんだった子が久しぶりの託児依頼で大きくなった姿で来てくれたりと嬉

しい再会がありました。皆さんも成長した姿を見せに来てくれたら嬉しいです♪

☆舞台延期のお知らせ☆
ベッカンコおに 1/23(土)→2021.11/3

はれときどきぶ 2/20(土)→2021.12/19
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認定NPO法人への寄付は確定申告にて税制優遇(寄付控除)が受けられます。
今後ともご支援ご協力よろしくお願いいたします。

イベントを実施する際には、3蜜を避け、

感染防止のための対策をおこなってうえで実施いたします！

◎各イベントに定員を設けます(申し込み数、方法など詳細はチラシにて確認をお願いします)

◎参加者は自宅にて体温測定を行い申告をお願いします

(２週間以内に県外へ移動された方の参加は控えていただく場合があります）

◎参加者はマスクの着用、入室時の手指消毒をお願いします

◎定期的な換気にご協力をお願いします

再度ご確
認お願い
致します

2021・5号【発行】認定NPO法人さぬきっずコムシアター

広報事業部

4.5月 ★★★ イベント ★★★ 場所

17(土) じゃんぷ♪入園入学おめでとう会×コムコム 瀬戸大橋記念公園

24(土) 竹山ひみつきちづくり 多度津町竹山

29(木・祝) 舞台）ずっこけ狂言 延期 10/10(日)予定 岡田コミセン

12(月).19(月)
26(月)

学習支援者養成講座 きっずコム＠な～や

5/17(月)～
31(月)

コムコムひろば・あやうた
8周年記念ウィークマルシェ

コムコムあやうた

8(土） 陶芸教室 な～や

26(水) さぬきっずコムシアター通常総会 な～や

☆会費について☆
2021年4月より活動を始めていきます。

4月分より会費の納入をお願いいたします。

ご支援ありがとうございます(2020年度寄付・賛助者名) (順不同・敬称略) 2020. 3.31付

コムコムひろば・どき スタッフ 中馬 友香

○子ども…3人 男9歳、男7歳、女2歳

○子育てエピソード…子ども達が小さい頃は毎日必死でした。元気すぎる男子2人を

追いかけてゆっくり話も出来なかったです。ご飯を食べない2人にどう食べさせようか、

と悪戦苦闘の毎日でした。そんな2人も小学4年生と2年生。お腹すいた～！が口癖でモリモリよく

食べてくれるようになりました。2歳の妹の面倒もよく見てくれて戦力です。今思い返してみると

幼稚園に入る前にもっと向き合って穏やかに過ごせたら良かったな、と思います。まだまだ子育て

真っ最中でバタバタしていますがお母さん10年目、子ども達と一緒に成長していきたいと思ってい

ます。〇メッセージ…今は小さい子ども達ですがあっという間に大きくなります。嬉しい反面、寂

しさも…お母さん自身がたくさん話してたくさん笑って、一緒に楽しんで子育てをしましょう♪



〒763-0082 香川県丸亀市土器町東2-248

TEL＆FAX： 0877-25-0691

E-mail：kgkagawa@io.ocn.ne.jp

URL：https://sanukids.org/

ブログ：http://sanukids.ashita-sanuki.jp/

小学生高学年・低学年…題材「段ボールの立体構成」

制作テーマ「自由に」

この難かしいテーマにどの子もイメージを働かせて素晴

らしい作品を作り上げました。一年間の成長を感じる一

年でした。

お知らせ：子どもアトリエのインスタグラム始めました♪(受講生募集中♪)

【受講費】幼稚園児 4500円(月4回)小学生 5000円(月4回)

【曜日、時間】小学高学年(水曜16:30～18:00)低学年(木曜15:45～17:15)

幼児(水曜15:00～16:00)

【講師】百々(前月スタッフ紹介参照♡)※随時体験可能！

問い合わせはきっずコムまで☆

★コムコムひろば・どき★コムコムひろば・あやうた

開催時間：月～金(祝日除く) 

コロナ対応時間 9:30～12：00・12：30～15:00

※12:00～13:00はランチタイム(コロナ対策の為中止）

★放課後子供教室 『どっきん☆くらぶ』

開室時間：月～金(祝日除く)15:00～18:30

子どもアトリエ✐3月

どっきん☆くらぶ 3月

2020年度最終月、お別れになる子、来年度も継続になる子、

それぞれですが、「いろんなことができて楽しかった！」とい

うお声をたくさん頂きました。3月はみんなで楽しむお別れボウ

リング大会ができなかった為、どの曜日にも、ボードゲーマー

の林さんに来て頂き「ボードゲーム」を堪能しました。外遊び

も満喫です！コロナ禍で苦労や工夫をしながらでしたが、無事

に終えることができ、2021年度の準備も進めています。すぐに

定員いっぱいの申し込みとなりキャンセル待ちの方も出ていま

す。 な～や利用案内

☆マイシアター高松☆ コムカフェ🍴ランチ しばらくの間
お休みします

500円ランチ限定20食
（事前申込あり）

チャレンジサロン お休み中 脳トレプログラム体験

フラダンス教室 未定 水曜日10:30～11:30
(1,250円/回)

人形劇
「オズの魔法使い」

◎5月15日(土)

1ｓｔ：14：00～

2ｎｄ：18：00～

レグザムホール大会議場
☆な～やで活動しませんか？☆

【利用時間】9：30～15：30

参加無料の場合は光熱費のみ！

営利目的の場合…【利用料金】

半日1,000円 全日1,500円

子育て情報・子育て相談は、「トゥインクル」

専用窓口TEL 0877-43-2022

(受付時間 月～金曜日 9:00～16:00)

まるがめ子育て情報(みてねっと)HP配信

☆もうすぐですよ～募集中～☆

4/17(土) じゃんぷ♪入園入学おめでとう会×コムコム

みんなで公園にお出かけして人生の節目のおもいでづくりをしませんか♪

4/24(土) 竹山ひみつきちづくり

子どもも大人も夢中になれるひみつきちづくり。今年はどんな基地ができるかな✨

4/29(木・祝) 【舞台】ずっこけ狂言→コロナ感染対策の為延期

古典「狂言」を分かりやすく！おもしろおかしく！体験を交えた楽しい舞台！！

4/12.19.26(月) 学習支援者養成講座

小中学生に勉強や遊びを提供してくれる方募集！その方向けの養成講座です。

さぬきっずコムシアター 2021年度総会 活動計画(案)

2021年度総会を5/26(水)開催いたします。会員のみなさまの声で運営していく“きっ

ずコム”です。ぜひご参加いただき、コロナ禍でもできる体験、発見、出会いの機会を増

やしていけたらと思います。事前に計画案をご確認ください。

4

17 入園入学おめでとう会

24 竹山ひみつきちづくり

29 舞台）ずっこけ狂言→延期10/10

5

17～
31

コムコムひろば・あやうた
8周年記念ウィークマルシェ

8 陶芸

26
さぬきっずコムシアター
通常総会

6 12 リサイクル工作

7

16 幼稚園情報紹介コムコム交流会

25 プログラミング教室

21～ どっきん☆くらぶ夏休み教室

8

1 ポスター絵画教室

7 低学年・表現あそび

未定 きっずコムバンド訪問活動

9
4 きっずコムフェスタ

11 パペット＆人形劇創り

10

2.3 親子キャンプ

8 全体会

16 にんじゃあそび隊☆丸亀城参上

10
未定

コムコムひろば
16周年記念イベント

30 ハロウィンパーティー

11

3 舞台）べっかんこおに

未定 DE♡あい

13
災害を知ろう！
のりこえよう！

未定 おやつ作り！

12
4.11

キッズわくわく
チャレンジジム

12 舞台）はれときどきぶた

1

8 冬のネイチャーゲーム

22 舞台）オズの魔法使い

30 新春もちつき大会

2

6 ボードゲーム

11
12

高学年「ホップステップ創造
力」

20 舞台）YO-YO

3

19 サイエンス教室

26 スケートに行こう！

未定 きっずコムバンド訪問活動

★コロナ感染対策の為、活動
の自粛もあります。

現在貸出しは中止中→


