
新年度のはじまりですね♪進級、進学、就職や新天地でのスタート、

環境は変わらなくても気持ちが一新される時期ですね！まだまだコロナ

禍で安心できない状況ですが対策をとり皆様に会えるのを楽しみにして

います♡今月の表題は8歳の男の子が描いてくれました！ありがとう♡

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！

【延期中のイベント】☆日時決定の際にはまたお知らせいたします☆

・冬フェス →未定 ・ボードゲーム →今年度は中止となりました

・舞台）オズの魔法使い →来年度に入っての早々の時期に開催検討

3/19(土)予定の舞台は、会員の皆様にアンケートを取り、このような時期
でもあり7割弱の方の「延期希望」の表明をいただきました。理事会での
実施可能条件にも至っておりませんでしたので再々延期とさせていただきます。

World YO-YO Entertainment！

様々なステージのパフォーマーで世界チャンピオンが華麗な演技と初

心者でも楽しめるワークショップでヨーヨーの世界を繰り広げます！

4/3(日) 10:15開場 10:30開演 場所：アイレックス

※以前申し込まれていた方も再度ご予約が必要になりますのでお忘れなく！！

2022・4月号【発行】認定NPO法人さぬきっずコムシアター

広報事業部

☆延期の舞台開催決定☆ 予約お待ちしていま～す！

入園入学おめでとうございます♪コムコムひろばを利用していたコムコム世代の

お子さんと、幼稚園・保育園などに通うじゃんぷ♪くらぶ世代のコラボ企画✨人

生の節目となるこの日をみんなで思い出作りしませんか？

4/9(土) 10:30～11:30 場所：きっずコム

※ 対象：保育園や幼稚園などに入園・入学した方とその兄弟・姉妹

じゃんぷ♪×コムコム企画🌸入園入学お祝い会

竹山ひみつきちづくり
今年も開催します！ひみつきち✨きっといつの時代の子どもたちも憧れるはず♪

竹山に入っていく…それだけでもワクワクしませんか？？毎年恒例となっている企
画ですが、毎回できる基地は違うもので、個性があって、そしてなんだか懐かしい
空間に子どもも大人も時間を忘れて過ごせますよ♪

4/29(金・祝)10：00～16：00 場所：多度津町竹山

※場所の詳細や集合場所などは参加者にお知らせします

コロナ禍、様々な活動が延期や中止となり、また子どもを取り巻く環境も変化

してしまいました。だからこそ、すべての子どもが育つ環境づくりを考えるさぬ

きっずコムシアターが担う役割もあります。皆様のご意見を出し合いましょう。

5/25(水)10:00～ 場所：きっずコム

2022年度通常総会のごあんない 2022年度 舞台鑑賞活動の作品案
「どろぼうがっこう」 「かえるのそらとぶけんきゅうじょ」

投票数が少ないという残念な現状ではありますが、アンケート結果に基
づき以上の２作品が次年度活動案と決定しました。

【アンケート結果】 第１位(5票) 人形劇「どろぼうがっこう」
第２位(4票) 舞台劇「かえるのそらとぶけんきゅうじょ」

(4票) 芸能「マギー隆司のマジック笑」
第４位(3票) 音楽「Tom Tom Marinba」

(3票) 音楽「ピアニカの魔術師」
(3票) 人形劇「みゅーじかる さく婆ちゃんと腰折れ雀」

第７位(2票) 音楽「シモシュ博士の音楽研究所」
(2票) 人形劇「おとぎの国のゆうびん屋さん」
(2票) 人形劇「おタネばあさんの約束」 他1票、5作品

3.4月 ★★★ イベント ★★★ 場所

月曜日
「まなび家プロジェクト」
毎週：学習支援 第2.第3：フードパントリー

な～や

3/19(土) 舞台）オズの魔法使い 延期 アイレックス

3/26(土) 中高生の居場所「テラ☆ティーンズ」 な～や

4/3(日) 舞台）World YO-YO Entertainment！ アイレックス

9(土) じゃんぷ♪×コムコム企画🌸入園入学お祝い会 きっずコム

15(金) ☆レター発行日☆ ☆☆☆

29(金・祝) 竹山ひみつきち作り 多度津竹山

さぬきっずまなび家プロジェクト 内容 曜日 時間

学習支援 毎週月曜日 15時～21時

パントリー 第2.4月曜日 17時～21時

相談 毎週月曜日 17時～21時

体験活動 月1回土or日 活動別

2月も蔓延防止期間となり、屋外での配布会になりました。寒い時期でしたが、たく
さんの方が受け取りに来られました。利用家庭の中高生のボランティア参加もあり、
和気あいあいと実施できました。学習支援に通う子どもたちは、欠席が多くなりまし
たが、元気に勉強したり、遊んだりして過ごしています。きなこ餅のおやつにはまっ
たり、夕食ではゆかりふりかけでごはん3杯も食べたり、食欲旺盛ですよ！



〒763-0082 香川県丸亀市土器町東2-248

TEL 0877-25-0691 FAX0877-43-2289
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URL：http://sanukids.org/
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アトリエの冬の定番プログラム、自分で作った凧を、河川敷で凧揚げし

ました。よく揚がってみんな満足！

室内での制作は、粘土で作ったりんごに仕上げました。高学年は、デッサ

ンや宝石石鹸作り。みんなの真剣な眼差しが、素晴らしいです。

小学生高学年・低学年… 受講生募集中♪ 幼児…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】小学低(水/16:00～17:30)

高(水/17：30～19：00）

低(木/16:30～18:00) 幼児(木/15:00～16:00)

【講師】百々(過去発行レタースタッフ紹介参照♡)

※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

開催日時：月～金(祝日除く) 9:30～12:00(午前)

※コロナ対策時間 12:30～15:00(午後)

★放課後子供教室 『どっきん☆くらぶ』

開室時間：火～金(祝日除く)15:00～18:30

子どもアトリエ 2月

どっきん☆くらぶ 2月 ※新年度参加者申込中！！

今月はコロナの影響下、参加人数も全体的に

少なく淋しい感じがしました。それでも子ども

達は元気いっぱい！！

外で鬼ごっこやバトミントンをしたり、部屋の

中でゲームや工作を楽しんだりと賑やかに過ご

しています♪
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)

◎2022年5月29日(日)

①11:00～ ②14:00～

「めっきらもっきら

どおんどん」

会場：香川県立文書館

☆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
現在、貸出活動は →
中止しています

■木戸行政書士事務所

◼㈱四国テクニカ

◼細川正孝

◼清家裕之

◼溝渕由美子

◼ふたごやまクリニック

◼㈱保険クリニック

◼山一木材㈱

◼松本司法書士事務所

◼島隆彦

◼中村敏浩

◼第一生命保険㈱

丸亀営業オフィス

■増田美奈

■高田智

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。

ご支援ありがとうございます(2021年度 寄付・賛助者名) (順不同・敬称略)2022.2/28付

■善紀クリニック

■助産師 ゆるり

■㈱山倉建設

■植田洋子

■川崎京子

■㈱香川電業

■松浦こどもメンタルクリニック

■(一社)グローバル食文化協会

■ ㈱MAYｓ

■皮の店シェリス

■清水裕達

■守屋安則

■赤松昭史

■合同会社VIGORCUS

■㈱りんく

■梶ヶ谷眞知子

■石川千津子

■西本祐子

■弁護士 仙頭真希子

■馬場弁護士事務所

■公益社団法人

セカンドハンド

■㈱宮脇書店

■山本広之

■㈲味源

■岩崎正朔

■㈱中讃通信

■尾崎洋文

■高橋貴心

■堀敬亮

■(株)ハローズ丸亀店

■竹内紀子

■金川直美

■那須紀子

■東省次

■藤田一美

■西村佳子

■長井真由美

■㈱シナジー英会話

■小林産業(有)

■片山久美子

■㈱ドットライン

■宮武信恵

■牧野伸也
他35名

テラ☆ティーンズ ２/5

プレ中学生も含め、7名の参加がありました。今回は、コロナ蔓延防止

期間中のため夕食は控えた開催としました。ボードゲーマー林くんをゲス

トに、ちょっとおとななカードゲームやわくわくドキドキなゲームを楽し

みました。また卓球好きな子どもたちは「体を動かさないと！」と、はり

きって打ち合っていました♪小学生までとはちょっと違う友達同士で過ご

す夜の時間を楽しんでいます。

新中高生、集合～！！

中高生の居場所「テラ☆ティーンズ」

◎開設時間内であればいつでも出入りOK♪学校の垣根を越えて、遊んだり、お

しゃべりしたり、学んだり、ご飯作って食べたり、寝たり、何もしなかったり

…と自由に過ごせる場所です。

◎毎月１回(土)開催 18:00～21:00

※コロナ感染防止対策のためオンライン開催、日程変更、中止となる可能性があります

♡イベント参加者の感想♡

２月は蔓延防止期間中であったり、コロナ感染者数の増加に伴いイベントがすべて延

期・中止となりました。一日も早く様々なイベントが開催できることを願っています。

～丸亀市 松永市長に報告訪問～
「家庭教育支援チーム」の活動の推進に係る文部科学大臣表彰の報告

に伺い、香川県第1号の表彰に大変喜んでいただきました。丸亀市にお
ける子ども子育てに関しての取り組み、まちづくりの取り組みについて
も提案させていただき、意見交換させていただきました。


