
03
2023

EVENT
INFORMATION

電話・市民活動支援カウンター
での予約は、午前10時からの
受付となります。

【TEL : 0877-24-8877】

WEB予約に関する詳細は、
上記のQRコードよりマルタ
ス公式ホームページをご確認
ください。

8 (水)

28 (火)

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ

10:00 - 11:00

1,000円 / 定員5組10名

主催:まるまま

2 (木)

親子で楽しむぽかぽか
スキンシップたいむ

10:30 - 11:30

500円 / 定員6名

主催:魔法使いセラピストMikumaru

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

11:00 - 11:30

Welcome Birthday Party

無料 / 定員8組16名

13:30 - 14:30

500円 / 定員20名

主催:あしあと寺子屋

4 (土)

11 (土)

中央図書館おはなし会

10:30 - 11:00

無料 / 定員30名

主催:丸亀市立中央図書館

18 (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

おもちゃの広場

木を使ってロボットを作ろう！

24 (金)

うんどうあそび！

15:00 - 16:00

300円 / 定員5名
主催:あしあと寺子屋

11 (土)

えいごおはなし会

レッツ★リトミック おもちゃで遊ぼう

おはなし会

無料 / 定員30名

主催:えいごおはなし会ジェム

10:30 - 11:00

26 (日)

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

１00円 / 定員6組24名

10:00 - 11:00

主催:Sunny English

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

主催:丸亀おはなしの会「くれよん」

25 (土)

細谷さん

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

手・足形アートで
家族のメモリアル

①10:00 - 11:30 
②13:00 - 14:30
③14:30 - 16:00

12 (日)

2,000円 / 定員各回4組16名

①9:45 - 10:30 
②11:00 - 11:45
③13:30 - 14:15
100円 / 定員各回6名

主催: 親子で楽しめる手形アート smile happiness

12 (日)

ひとりで簡単！
お昼ごはんを作ろう！

10:00 - 12:00

1,000円 / 定員8組

主催:おりーぶきっちん

15 (水)

15:00 - 17:00

無料 / 定員10名

主催:さぬきファミリーゲーム俱楽部

11:00 - 11:40

無料 / 定員40名

道づくりパズル大会 3～6歳集まれ‼キッズおたのしみ会
－親子で楽しく体遊び－

0～2歳集まれ‼キッズおたのしみ会
－親子で楽しく体遊び－

19 (日)

主催:リトルアインシュタイン

21 (火)

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

①12:30 - 13:20 
②13:30 - 14:20
③14:30 - 15:20
無料 / 定員各回8名

マルタス2周年キッズ工作イベント
～Myおうちバッグを作ろう～

21 (火)

「賞味期限までに食べきれない」「賞味期限が切れる前の食べ物をたくさんもらったけど余っている」など、ご家庭に眠っている余

剰食品をご寄附いただき、食支援を必要とする人に無償で提供する「フードドライブ」。「 NPO法人つながる・つむぐ・海と空」

は、フードドライブで集めた寄附品を、食支援を必要とされる方にお届けします。 また、併せて、「 NPO法人つながる・つむぐ・

海と空」が高齢者から地域の子ども、外国籍の方に向けて行っている無料でご飯を提供する「地域食堂」をともに実施している「香

川まるがめ子どもにほんごひろば」の活動である地域の子どもや外国にルーツがある子どもたちへの学習支援についてのパネル展示

も実施します。

①未開封のもの（包装が破損していないもの）

②賞味期限が明記され、期限が１ヶ月以上あるもの

③常温保存が可能なもの（冷凍・冷蔵・生鮮食品以外）

④製造者または販売者表示があるもの

⑤成分またはアレルギー表示のあるもの

※アルコール類（みりん・料理酒は除く）や手作りの品は対象外です。

※これらを満たさない場合や食品の状態によっては、お持ち帰りいた 

    だく場合があります。

主催/特定非営利活動法人   光かがやく絵顔の種

絵顔の種展

会場/1階 市民展示コーナー
        

展示 / exhibition

下記の5点をすべて満たすものをご寄附ください

子どもたちが楽しいと思えること、夢中になれることで、輝く個性や可能性の「種」を見つけてもらうことを願っています。

今回の作品は、そういった子どもたちが各々の表現方法で制作しています。それぞれ作品に作者の心が宿っていて、今(現在)を

表現しています。制作した子どもたちやそのご家族だけでなく、作品をご覧いただいた方々も絵顔になっていただけたら幸いです。

主催/特定非営利活動法人　つながる・つむぐ・海と空
共催/香川まるがめ子どもにほんごひろば

みんなで知ろう～フードドライブ～

会場/1階 白壁展示コーナー
        

03.01

03.31

03.01

03.19

うごく！あそぶ！
うんどうあそび

17 (金)

親子あそび＆
ビジョントレーニング教室

10:00 - 11:00

500円 / 定員5組10名
主催:ブレインキッズ体操教室

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

11:00 - 11:30

無料 / 定員20名

1 (水)・14 (火)

14日撮影

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

11:00 - 11:30 
15:00 - 15:30

(13日・27日)

(6日)

無料 / 定員20名

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

15:00 - 15:30

無料 / 定員20名

30 (木)

13:00 - 14:00

500円 / 定員10名

28 (火)

主催:（株）ヒカリグループホールディングス

6 (月)・13 (月)・27 (月)

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

10:00 - 10:40

無料 / 定員40名

21 (火)

キッズスペースでの

３つのおやくそく
キッズスペースではあるきましょう

げんきよくあいさつをしましょう

本やおもちゃ・ぬいだくつなどの
おかたづけをしましょう

ほん

1

2

3

04
PICK UP!

マルタスは今年で2周年を迎えます。日頃マルタスに遊びに来てくれているお友
だち、どんな所か気になっているお友だちに向けて親子で楽しめるおたのしみ会
を記念日に開催します！今回は、親子で思いっきり体を動かして楽しむ企画がメ
インです。
ジェスチャーゲームやおはなしに合わせて体を動かす体操の他、ダンスタイムも
たっぷり。イベント開催中はキッズスペースを貸し切りにしますので、ちょっとくら
い大きな声を出しても大丈夫！少し年齢の大きいお子さま対象だからこそできる
ルールのある遊びや歌、物語と融合した体遊びで賑やかに過ごしましょう！

マルタスは今年で2周年を迎えます。日頃マルタスに遊びに来てくれているお友
だち、どんな所か気になっているお友だちに向けて親子で楽しめるおたのしみ会
を記念日に開催します！今回は、親子で思いっきり体を動かして楽しむ企画がメ
インです。　
赤ちゃんでも楽しめるよう、保護者の方も巻き込んだ親子ふれあい遊びをたくさ
ん準備しています。みんなが大好きな動物のまねっこや去年話題となった手話を
小さなお子さまでもわかるようにアレンジした遊びなどを実施予定です。大人も
楽しめておうちでの育児にも取り入れることができるようなプログラムで一緒に
楽しい時間を過ごしましょう！

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

主催：丸亀市市民交流活動センターマルタス

3～6歳集まれ‼キッズおたのしみ会
－親子で楽しく体遊び－

0～2歳集まれ‼キッズおたのしみ会
－親子で楽しく体遊び－

03
PICK UP!

21日（火） 11:00-11:40 / 無料 / 定員40名

市民活動団体と協働で丸亀市最大規模のパンマルシェを開催
します。
県内外からキッチンカー、パン、フード、ハンドメイドアクセサリー、
ワークショップ体験など、約50店舗が出店予定。
愛媛県からは「BAGEL OHESO」「うみとカモメ」、県内からは、
「BAKERY TRE API」「K's bakery」「kotier」「いしがまパン
35」などが出店する予定です。
当日は、先着100組のお客様にお花の苗をプレゼントします。

注：売り切れた場合は、16時を待たずに終了します。
　 駐車台数に限りがありますので、周辺の有料駐車場をご利   
    用いただくか、公共交通機関のご利用をお願いします。

主催：Pair　
共催：丸亀市市民交流活動センターマルタス　
協力：まるがめ世話やき隊

丸亀パンマルシェ＋HerbalandMarche

21日（火） ①12:30-13:20 ②13:30-14:20 ③14:30-15:20  
無料 / 定員各回8組
（１組あたりお子さま２名まで、保護者同伴必須）

マルタスではこれまでにもいろいろな工作イベントを開催してきました。2周
年を迎えた今回は、おうちの形をしたマイバッグを親子で一緒に作りましょう
！工作は出来上がった物が記念になるだけでなく、お子さまの成長を見るこ
とができたり親子で一つの物を作り上げる時間を共有できたりと楽しみがた
くさんあります。最近ハサミを使えるようになった子、大胆に制作を進める子、
お父さんお母さんと協力しながら完成を目指す子…参加するお子さまの年
齢や個性に合わせてゆっくり工作を楽しみましょう。

マルタス2周年キッズ工作イベント
～Myおうちバッグを作ろう～

02
PICK UP!

01
PICK UP!

2１日（火） 10:00-10:40 / 無料 / 定員40名

2１日（火） 11:00-16:00 / 無料 / 自由参加

WEB予約は、午前7時から先行
で予約受付を行います。

※士業相談は電話・市民活動支
援カウンターでの予約受付とな
ります。

3月よりすべてのイベントで
WEB予約が可能です

マルタス開館2周年記念

主催:グラスアート教室～マーガレット～

1,200円 / 定員各回5名

29 (水)

①10:30-11:30 
②13:00-14:00

ようこそ
こどもグラスアート教室へ！  nana / 高校2年生


