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EVENT
INFORMATION

親子あそび＆
ビジョントレーニング教室

子どもの脳トレ特別講座

8 (月)・9 (火)
・授業 9:30 - 10:20
・授業内容説明 10:20 - 10:35
・希望者のみ個別説明 10:35 - 11:30 (1組最大10分)
  1,000円/ 定員各日程6名
主催:リトルアインシュタイン

無料 / 定員6組24名

グラスアートちょこっと体験会
～ミニミニハート～
7 (日)

①10:30 - 11:30 ②13:00 - 14:00

800円 / 定員各回5名
主催:グラスアート教室～マーガレット～

12・19 (金)

500円 / 定員各日程5組10名
主催:ブレインキッズ体操教室

10:00 - 11:00 

ロボットで一緒に遊ぼう！
はじめての英語でプログラミング

21 (日)

10:00 - 11:00 10:00 - 11:00

主催: Sunny English

絵本作家サトシンさん
絵本よみまショー＆サイン会
28 (日)

10:00 - 12:30

無料 / 定員40名

チャレンジ脳を育てる！
魔法の夢ノート®
12 (金)

500円 / 定員10名
主催: 自己肯定感アップ魔法の夢ノートⓇ

13:00 - 14:30

15 (月)

無料 / 定員各回15組45名
主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

親子ミニチュアDIY教室
～ウッド貯金箱～
20 (土)

13:00 - 15:00

主催:株式会社ヒカリグループホールディングス
800円 / 定員10名

①10:30 - 11:00 ②11:15 - 11:45
③13:00 - 13:30 ④13:45 - 14:15
⑤14:30 - 15:00 

マルタスキッズ夏祭り2022

27 (土)

丸亀おはなしの会
「くれよん」おはなし会

15:00 - 15:30

無料 / 定員30名

20 (土)

アメリカ発・新しい親子リズム遊び
Zumbini（ズンビーニ）

①10:00 - 10:45 ②13:00 - 13:45

1家族1,000円 / 定員各回親子5組
主催:Y’s Move&Dance 高橋 康子

うんどうあそび！

13 (土)

15:00 - 16:00

300円 / 定員10名
主催:あしあと寺子屋

お部屋作りを楽しもう

10 (水)

10:00 - 11:00

無料 / 定員9名
主催:整理収納教育士ヘスティア

えいごおはなし会

16 (火)

無料 / 定員30名
主催:えいごおはなし会ジェム

10:30 - 11:00

親子で一緒にベビトレヨガ

22 (月)

1,000円 / 定員5組10名
主催: yogalife

手足形でトートバッグを作ろう

主催: 親子で楽しめる手形アート Smile happiness 主催:丸亀おはなしの会「くれよん」 主催: 丸亀市市民交流活動センターマルタス

27 (土)

①10:00-11:00 ②11:30-12:30
③13:00-14:00 ④14:30-15:30 
Mサイズ：1,000円・Lサイズ：1,500円 
定員各回5組20名

11 (木)

10:00 - 12:00

1,000円 / 定員4名
主催:さとみアートスクール

君もアーティストに！
100年もつ油絵を楽しく描こう！！

01
PICK UP!

02
PICK UP!

04
PICK UP!

03
PICK UP!

13日（土）　13:00-14:00 / 無料 / 定員30名

「選挙は自分の人生と関係ない」そう思ったことはありませんか。
実はそんなことありません。選挙について考えることは、自分
の人生について考えることでもあります。

若年投票率向上を目指す団体のNPO法人ドットジェイピー
香川支部代表の梶川夏希さんを招いて、選挙と自分の関係
について考えるトークイベントを実施します。「選挙に行く若者」
は何を考え、何を思っているのかを知ってみませんか。

主催：丸亀市市民交流活動センターマルタス
共催：丸亀市選挙管理委員会

U25と考えるセンキョとジブン

14日（日）　15:00-16:00 / 無料 / 定員15名

無料 / 定員各回15組45名

香川県高松市出身・在住の画家、高松明日香さんのトークイ
ベントを展示と併せて開催します。アーティストとして活動する
想いの原点や、日常生活の中でのものの見方など、普段作品
を見るだけでは語りきれない経験談を伺う、またとない機会で
す。同じ土地と時間を共有する画家との交流を通して「アーティ
ストとの接点」を身近に感じていただければと思います。

主催：丸亀市市民交流活動センターマルタス
共催：丸亀市文化振興事業協議会

画家 高松明日香 トークイベント

15日（月）   ①10:30-11:00 ②11:15-11:45 ③13:00-13:30
               ④13:45-14:15 ⑤14:30-15:00

キッズ向け夏祭りを開催します!去年はコロナの影響で中止
になってしまったマルタスキッズ夏祭り。今年は感染対策をし
っかりと行いながら開催します。夏祭りの定番、わなげやヨー
ヨーなど、お子さんが夢中になれる催しをたくさん用意してお
待ちしております。広い部屋を貸し切っての開催なので、暑さ
も気にせず思いっきり楽しめますよ。夏の楽しい思い出をマル
タスで作りましょう！

主催：丸亀市市民交流活動センターマルタス

マルタスキッズ夏祭り2022

28日（日）　10:00-12:30 / 無料 / 定員40名

全国で大人気の絵本作家サトシンさんの絵本よみまショー＆
サイン会を丸亀開催！代表作 『うんこ』『わたしはあかねこ』
ほか、笑いと感動の、子どもも大人も楽しめるステージです。
終了後には絵本販売＆サイン会を行います。お誘い合わせ
の上ご参加ください。

主催：丸亀市市民交流活動センターマルタス

絵本作家サトシンさん
絵本よみまショー＆サイン会

キッズ / kids community

17 (水)

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ

10:00 - 11:00

11:00 - 11:30

1,000円 / 定員5組10名
主催:まるまま

中央図書館おはなし会

13 (土)

10:30 - 11:00

無料 / 定員30名
主催:丸亀市立中央図書館

夏休みこどもグラスアート教室
～ペン立て～
9 (火)

①10:30 - 11:30 ②13:00 - 14:00

700円 / 定員各回5名
主催:グラスアート教室～マーガレット～

ボードゲーム体験会

6 (土)

13:00 - 16:00

200円 / 定員20名
主催:さぬきファミリーゲーム倶楽部

7 (日)

①未就学児向け 14:30 - 15:00
②小学1～3年生 15:15 - 15:45
無料 / 定員各回10組30名
主催:ギャヴィー  イングリッシュスクール

ギャヴィー先生の
「英語でストーリータイム」Vol.4親子ふれあいあそび

5 (金)

11:00 - 11:30

無料 / 定員40名
主催:認定NPO法人さぬきっずコムシアター

Welcome Birthday Party

26 (金)

無料 / 定員6組12名

５月：丸亀お城まつりと丸亀城

”丸亀の風景”を見つけませんか？

コラム

６月：アジサイロード

マルタス視点で見つけた丸亀の風景を、インスタグラムにて発信しています！
マルタスのインスタグラムは、右のQRコードからアクセス！

※ご自宅にあるサトシンさんの絵本も、お持ちいただければサイン可能です。

５月には、丸亀お城まつりが開催され、多くの人で賑わいました。
また６月には、マルタスの近くに綺麗なアジサイが咲き誇り、梅雨の季節を彩りました。

季節ごとに様 な々表情を見せる丸亀の景色を眺めることも、丸亀の暮らしの楽しみの
一つです。

今年も８月に突入です。この夏は、どんな景色を楽しむことができるでしょう？自分の好
きな丸亀の景色を見つけてみてはいかがでしょうか。


