
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たうえで実施いたします！

7.8.9月 ★★★ イベント ★★★ 場所

月曜日
「さぬきっずまなび家プロジェクト・どき」
毎週：学習支援 第2：フードパントリー・相談

な～や

金曜日
「さぬきっずまなび家プロジェクト・ぐんげ」
毎週：学習支援 第4：フードパントリー・相談

郡家コミュニティセンター

７/23(土) 保育園情報交流会 コムコム

7/21～8/10 どっきん☆くらぶ夏休み教室 な～や

７/31(日) 【WS】ポスター・絵画教室 土器コミュニティセンター

８/６(土) 【WS】防災体験 フジグラン丸亀内 空地

15(月) レター発行日 ☆☆☆

20(土) 中高生の居場所「テラ☆ティーンズ」 な～や

8/13~15 きっずコム ～夏休みになります～ 🌻🌻🌻

28(日) えいごDEプログラミング教室 な～や

９/2(金) 理事会 きっずコム

3(土) きっずコム夏フェス きっずコム

10(土) 【舞台】かえるのそらとぶけんきゅうじょ ’23.4/1延期になりました

17(土) テラ☆ティーンズ な～や

18(日) ホップステップ創造力 岡田コミュニティセンター

さぬきっずまなび家プロジェクト 内容 土器・郡家 時間

学習支援 月曜日・金曜日 15時～20時

パントリー 第2月曜・第4金曜 17時～20時半

相談 第2月曜・第4金曜 17時～20時

体験活動 月1回土or日 活動別

きっずコム夏フェス

3年ぶりに開催します！赤ちゃんからおじいちゃん・おばあちゃん
までみんなで夏を満喫しましょう♪詳細は別紙をご覧ください！

9/3(土)14：00～要予約・二部制 場所：きっずコム
焦げるような日が続いてますね。日焼け対策もむなしく文字通り真っ

黒焦げです。1994年の日中５時間しか水道水が出なかった平成の大渇

水より早いペースで渇水が進んでいるそうで、節水が呼びかけられてい

ますね。とは言え、汗をかいて何度も着替えをする子どもたち、畑の野

菜や庭木たち…急に節水といっても頭を悩ませます。日ごろからの意識

が大切ですね。非常事態はいつ起こるかわからないからこそ備えが大

事！！8月の防災体験はまだまだ参加者募集中ですよぉ～✨

今回の表題は5歳の男の子が描いてくれました。ありがとう♪

コロナ禍で厳しい状況化になったひとり親家
庭や生活困窮の子育て家庭支援の活動に取り
組む「まなび家プロジェクト」が、郡家地域
でも5月から始動しています。学習支援は12
名登録、第1回の配布会を6/24に開催し、14
名の利用がありました。土器地区ほどの人数
にはなっていませんが、その分、利用者さん
とゆっくり関わることができています。

【舞台】かえるのそらとぶけんきゅうじょ

劇団うりんこさんの待望の舞台劇！9月に予定しておりまし
たが、会場条件の関係で、急遽、2023年4月1日の公演に変
更になりました。申し訳ございません。<m(__)m>

ホップステップ創造力

昨年度は、開催日がコロナ蔓延防止期間となり残念ながら中止となりまし

たが、今年はやります！！グループに分かれ、創ったストーリーを思い思い

に体を使って表現します。すごろくのように次々と挑戦していきます。

友だちと一緒にやるからわくわく楽しいよ♪

9/18(日) 場所：岡田コミュニティセンター

7/23(土) 色水遊び

８月 ボディペインティング

9月 手形アート

10月 えいごdeハロウィン

11月 体操教室

12月 クリスマス会

年少さんから年長さんの友達集まれ～！！「じゃんぷ♪くらぶ」の活動が月1回開
催、始まります♪ 詳細は別紙をご覧ください。

※予定は変更するこ
ともあります。
予約がいりますので
お電話下さい♪

予約はきっずコム
まで

0877-25-0691
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〒763-0082 香川県丸亀市土器町東2-248

TEL 0877-25-0691 FAX0877-43-2289

E-mail：kgkagawa@io.ocn.ne.jp

URL：http://sanukids.org/

ブログ：http://sanukids.ashita-sanuki.jp/

小学生のクラスは、ブラック段ボールのオブジェとリサイクル工作。イメージ

の世界を形にするというアートにチャレンジ！！素晴らしい作品になりました。

幼児クラスは、きゅうりをテーマに、形や色見つけ。クレヨンで描いたあとは、

みんなで美味しくいただきました。

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】百々祐子 ※随時、見学やおためし体験可能！

お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 ６月

放課後子供教室「どっきん☆くらぶ」 ６月

講師をお迎えして野菜ソムリエさんと夏野菜の事を楽しく勉

強。葉や断面に絵の具をつけてイモ版ならぬ野菜版で素敵な作

品が出来ました。人気のボードゲーム大会では、沢山持ってき

てくれたゲームの中から、思い思いに選んで堪能しました。工

作でも涼しげな作品に大満足！早く訪れた夏に負けず、大汗を

かきながら外で遊んでいます。

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7月24日(日)

「道草ドンどこ」

開演：14:00

会場：高松市総合体育館

☆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

子育て相談・子育て情報は、「トゥインクル」

専用窓口TEL 0877-43-2022

(受付時間 月～金曜日 9:00～17:00)

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

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(2022年度 寄付・賛助） ＜敬称略＞

♡イベント参加者の感想♡

蔓延防止期間も明け、感染対策をとりながらイベントも再開しています。

【WS】リサイクル工作 6/11

今回はバスケットゴールを作りました。難しいところも

ありましたが出来上がった作品を嬉しそうに披露してくれ

ました。母は、夏休みの宿題も一つ出来上がりホッとして

います。何回か遊び、今は遊びたい気持ちをぐっと抑えて

もらっています。提出したら思い切り遊ぼ～!

◎2022年９月11日(日)

「かえるのそらとぶ

けんきゅうじょ」

開演：14:00

会場：ミューズホール

えいごDEプログラミング教室

英語で指導を受けながらのプログラミングに挑戦し、ロボットを動かし

てみよう！！ハードル高そうですが、英語は泉谷先生が初めてでも分かる

ように、さらに自分でプログラムしたロボットが動くのを見た子どもたち

は喜ぶこと間違いなし✨挑戦待ってます！
8/28(日) 10:00～10:30 場所：な～や 先着：6組 参加費：100円

♪ワークショップ夏休み企画お楽しみに～♪

☆【WS】ポスター・絵画教室 7/31(日)

☆【WS】防災体験 8/6(土) ※参加者募集中！

☆えいごＤＥプログラミング教室 8/28(日)

中高生の居場所「テラ☆ティーンズ」 5.6月

大学生になった先輩も参加してくれて、中高生時代の目標や過ごし方の
アドバイスをもらい交流もできました。今年度に入って参加者が、少ない
状況です。地域の大人の方のお話をきいたり、自由に過ごしたり、、

思春期時代を共に楽しみましょう☆☆☆

・有限会社 味源

・株式会社 カガワオーエー

・認定NPO法人わははネット

・中橋 惠美子

・助産院ゆるり 鈴木佳奈子

・溝渕 由美子 ・山地 朋子

・株式会社 香川電業

・仙頭 真希子 ・高橋 一世

・社会福祉法人丸亀市社会福

祉協議会 会長 横田 拓也

・横山 善子

・松浦こどもメンタルクリニック

院長 松浦秀雄

・株式会社保険クリニック

代表取締役 松浦孝仁

・有限会社 木下農園

・東 省次 ・湯浅 恵美

・門田 映子 ・門田 栄治

・医療法人社団 善紀クリニック

理事長 山地善紀

・株式会社 山倉建設

代表取締役 山倉康平

・株式会社 MAYｓ

・医療法人社団丸亀博愛会

ふたご山クリニック

・守屋 安則 ・川崎 京子

・松本司法書士事務所

・木戸行政書士事務所

代表 木戸壽彦

・石川 千津子 他6名


