
1. 事業の成果

【芸術士派遣事業】

<高松市芸術士派遣>
令和3年度73施設（公立保育所、公私立こども園、公立幼稚園）

<懇談会（三者会合）>
2022年3月22日（火）〜31日（木）YouTube動画配信

<活動視察>
NHK取材（えがけさぬきっず放送）月2施設　2021年9月スタート

令和3年5月～令和4年4月期事業報告書

特定非営利活動法人アーキペラゴ

「芸術士派遣事業」は令和3年度には73施設への高松市による派遣活動を行いました。
2回のまん延防止による延期・中止で予定通り実施できない活動がありました。
NHK高松放送局と丸亀市猪熊弦一郎現代美術館主催のNHKかがわ絵顔プロジェクトに参加し、児童の自画像
を制作・展示しました。これがきっかけとなりNHK高松放送番組内で月2回活動を紹介していただきました。

保育園での活動 保育園での活動

懇談会　YouTube動画配信 NHK取材
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【芸術士プラス事業】　高松市内の私立、および高松市以外の施設での活動です。

<プラス派遣>
令和3年度43施設
（高松市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、さぬき市、徳島市、四国中央市、岡山市）

<ワークショップ>
高松市こども未来館ワークショップ（月2回）
高松市南部クリーンセンター親子工作会（夏休み・冬休み）
高松市美術館ワークショップ

【芸術士オーバー事業】　障がい者施設や老健施設等での活動、セミナーなどの活動です。

<オンライン活動>
2021年7月、12月オンライン講座実施　計11人参加
ドキュメンタリーDVD制作(牟礼保育所、高松東幼稚園、男木保育所取材)YouTube公開中

<研修会>
善通寺市幼稚園教諭研修（村井）　40人参加
つくし幼稚園職員研修(田所)　25人参加

<作品展示>
高松三越ウィンドウ作品制作（城東保育園）　会期：2022年3月15日〜29日

オンライン講座

「芸術士プラス事業」は令和3年度には43施設（高松市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、さぬき市、徳島
市、四国中央市、岡山市）へのプラス派遣活動と高松市美術館のワークショップを行いました。
毎月開催の高松市こども未来館、高松市南部クリーンセンターの夏休み・冬休み親子工作会も恒例となっていま
す。

ミライエワークショップの様子 高松市美術館ワークショップの様子

芸術士オーバー事業は、県内放課後等デイサービス・メロディーで活動を行いました。
対面の幼稚園教諭向け研修、オンラインでは前期・後期全８回の講座を実施しました。
高松市オンラインアート事業に採択されドキュメンタリーDVDを制作しました。
高松三越のウィンドウディスプレイに児童と制作した作品を展示しました。

ドキュメンタリーDVD
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【さぬきマルシェinサンポート事業】

今年度はさぬきマルシェの初年度に出店されていた出店者さんや、面談をして1年越しでようや
く出店出来た店舗さんなど、感染症で各事業の店舗としても売上が難しい方々が少しでも売上が
欲しいとさぬきマルシェに出店していただき、嬉しい限りでした。

新規出店者は例年と思うとかなり数が少ないですが、それでも毎回出店してくれる出店者さんが
増え、新商品や店舗同士のコラボ商品などさぬきマルシェだけの商品も出来、県産率が前年より
多くなったと思います。

これからも香川県になくてはならないマルシェになるよう頑張っていきたいと思います。

月1回（第一日曜日）開催。

今年度も新型コロナウイルスの感染拡大の影響で5・6月と中止。開催出来たのが7月からでした。
ですが、9月、2月とまん延防止で開催出来ず、中止や延期の連続になり不定期の開催となりました。

<実績>
開催数12回
出店数延べ356店舗（うち14店舗新規出店）

新しく高松東高校と芝山のコラボ商品を生徒
さんが芝山ブースにて販売してくれました。

感染対策としてネットでも注文できるように
県産調味料の販売を始めてしてみました。
売り上げはいまいちでした。

県産品振興課からの出店で、この後個別で出
店いただきました。県推薦の出店者で個別で
の出店は今年度が初めてでした。

商品開発のお手伝いとして、髙月堂221さんの
どら焼きの餡を飯田桃園さんのスモモで餡に
し、パンダの耳が作るのに手間と言われたの
で耳なしの普通の丸でロゴの焼印をする商品
を新しくりました。
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【瀬戸内国際芸術祭2022　高松港食のテラス】

[春会期]　2022年4月14日（木）～2022年5月18日（水）　35日間

瀬戸内国際芸術祭、「高松港食のテラス」では県産食材を使用した、「瀬戸内の食のめぐみ」を提供しました。
春会期中毎日、朝は7時から10時のテイクアウト商品の販売、夕方は16時から19時の出店販売を行いました。

新型コロナウィルスの感染予防として消毒、スタッフ・出店者さんの体温記録を実地。

高松港に食のテラス横に設置された、休憩スペース（パークレット）は、人気の場所になり朝早くから憩いの場所と
なりました。

◆朝　　　お弁当参加店舗8店舗
◆夕方　 出店参加店舗13店舗

朝のお弁当：極力プラスチックを減らし、環境に配慮したお弁当箱で提供しました

夕方の様子
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【放課後児童クラブ事業】

〈令和3年度5月 登録児童数〉74名

夏休み 冬休み
・水風船、シャボン玉あそび ・白玉ぜんざい作り
・アートパネルを作ろう ・書初め＆イラストコラージュ
・イロいろ氷を作ろう ・ホットケーキタワー
・ことばであそぼう～ダジャレ選手権～ ・鏡餅にデコレーションしよう！
・カレーの日 他 ・トランスパレットのオーナメント作り 他

春休み
・豚汁とおにぎり作り
・6年生お別れ会
・塩上公園でお花見
・いちご大福作り 他

その他
・マスキングテープを使ってあそぼう
・お店屋さんごっこ
・うどんの日
・キッズデー（子供たちの自主企画の日） 他

放課後児童クラブは、平日は放課後から18時まで、土曜日は9時から18時まで開室し、ターミナル駅至近という立
地を活かして、幅広い地域からの受け入れ対応をしています。
本年も近隣の小学校へリーフレットを配布した甲斐があり、年明けにかけて新規入会者の問い合わせが増え、令
和４年４月現在、84名の児童が登録しています。新１年生も人数が増え、継続利用している高学年の児童が優し
く接して面倒をみてあげている姿も見られました。
”より自由に、より個性的に、多様な価値観を認め合う人材に育てる”ことを目指し、特に、夏休み・冬休み・春休み
等の長期休暇中には「キッズデー」として、児童たちの自主企画の日を設けたところ、紙芝居を作って披露したり、
布をまとって着付ショーを開いたりの楽しい企画がみられました。その他にも、長期休暇の際は、芸術士活動のノ
ウハウを取り入れたアートなワークショップを実施、一方で、食育体験プログラムとして、さまざまな県産品を使用し
た軽食・おやつ作りもおこないました。
なお、新型コロナウィルスの感染予防対策費用として、高松市からいただいた補助金を活用して、CO2測定器や
アルコールスプレー等を購入しました。消毒や体温記録の管理、換気や密にならないような対策も引続き行い、
保護者にも協力を呼びかけました。

ヨットでGO to小豆島（2021.7.27） 裸足ランニング（2022.1.8）

人形劇であそぼう（2022.4.1）
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【Archipelago Tour事業】

<環境省補助事業>
2021年11月20日（土）
瀬戸内で学ぶSDGsシティロゲin小豆島　モニターツアー実施
参加者：32チーム79名

2021年12月 4日（土）　
小豆島で発見！～海・食・歴史から学ぶSDGs～　モニターツアー実施
参加者：14名（うち2名インターンシップ生）

<コトバスオンラインバスツアー>
小豆島コース　　27本　福祉施設・企業・団体など
鹿児島コース　　1本　　ジョージア工科大学向け（サポート）
豊島コース　　1本　募集企画として実施
三木町コース　1本　地域活性化の一環として実施

海・食・歴史から学ぶSDGs

[インターンシップ受入れ]
ドットジェイピープロジェクトから2名の学生を受け入れました。観光でどのように地域活性・地方創
生ができるかを考えました。ドットジェイピープロジェクト主催の「未来国会」（自分が総理大事に
になったら何をするかプレゼンする大会）地方大会では香川県内2位という成績を残しました。

[環境省補助事業]
環境省の国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進補助事業では、マイクロツーリ
ズムや教育旅行の受入れ体制を構築し、国内外に向けてセールス及びプロモーションを行いました。
ロゲイニングモニターは小豆島の方々も興味を持ってくださり、集客のご協力やご参加いただきまし
た。食や歴史をテーマにしたモニターツアーには県内の教育機関や教育関連の仕事をしている方々に
ご参加いただきました。いずれのツアーも高い評価をいただきました。

[コトバスオンラインバスツアー]
コトバスオンラインバスツアーは福祉施設や労働組合、社員旅行代わりに「貸切」されるケースが9割
以上となりました。特に福祉施設では長距離移動が難しい方も多く、香川（小豆島）の景色やお土産
を楽しんでいただけました。

[瀬戸内国際芸術祭2022]
秋ごろからは瀬戸内国際芸術祭2022オフィシャルツアーのガイド研修に参加し、4月の春会期からツ
アーのご案内をしています。

シティロゲin小豆島
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【JA共済の地域貢献活動　あおはる応援フェス】

オンライン文化祭（2月20日）

ポスター＆新聞広告 オンラインの様子

コロナ禍で思うような対外活動や発表ができない高校生の活動に対して、全国共済農業協同組合連合
会(JA共済連)香川県本部の地域貢献活動の一環として、香川県教育委員会からの協力を得て、香川県
下の高校生のオンライン文化祭を企画・運営しました。
夏過ぎに企画の相談が持ち上がり、株式会社ゴーフィールド様の協力の下、県下各校に周知、応募を
募り、23校・39組の応募をいただきました。その中から15組を選定し、秋冬にオンライン用の映像取
材を重ね、フェイナルとして2月20日にオンライン文化祭を開催することができました。
香川県副知事の要潤さん、木内晶子さん、漫画家の篠丸のどかさん、香川県教育委員会・工代教育長
に審査員として参加いただきました。
初めての催しでしたので、説明募集に各校を回ったりしましたが、元気な様子が映像として取材で
き、貴重な記録となりました。
同時に、JA共済連様と繋がりが生まれ、次年度の芸術士支援へのきっかけになりました。

オンライン文化祭（2月20日）
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【香川漆芸情報発信（漆の家管理運営）】

瀬戸内国際芸術祭『男木島　漆の家』運営事業に於ける会期が始まるまでの修復運営事業、更に、4月
会期が始まってからの、運営を行いました。修復修繕作業は、株式会社創芸様、北岡先生、大谷先
生、2010年当初から関わっていただいた作家の佐々木さん、真鍋さんの下に、漆芸研究所の若手ス
タッフが参加しました。

男木島漆の家 床の再塗装

お手洗いのドア修繕 玄関建具の修復
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R3年度:73施設

放課後児童クラブ

芸術士プラス

芸術士オーバー

2名

登録児童数：84名

国内外
出店者356店舗

2021/6/19 観音寺 27名
2021/10/24

サンポート
高松

せとうちクリーン
アップフォーラム

（SCF）
2名

2022/3/19

2021/11/1 芝山海岸
2021/11/2 講義@香川大学
2021/11/3 粟島
2021/11/13 人材育成講座
2021/11/23 今治市大島
2021/11/27 男木島
2021/11/28

事業内容 実施日時

豊島ゼミ

各園 20名

R3年度:1施設

122名

23名

高松漁港

小豊島

交流会、
研究会等
企画及び
運営事業

受益対象者の範囲
及び人数

従事者
の

人数
実施場所事業名

17名

さぬきマルシェ
in

サンポート

計12回
（R3.7-R4.4）

R3年度:43施設芸術士派遣:
通年

芸術士派遣:
通年

各園

各園

創造的
人材育成

事業

通年 アーキペラゴ2F 8名

1名

芸術士
芸術士派遣:

通年

粟島
2021/12/4 長崎ノ鼻
2021/12/15 オーシャンズX

2022/1/8 沙弥島

17名
香川大学学生

56名
18名
50名
21名
17名
11名
30名

15名（書面会議）オーシャンズ

2022/1/9 山田海岸
2022/1/15 本島
2022/3/11 オーシャンズX
2022/3/12 観音寺

19名
13名
14名
27名
30名
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2.　役員会の開催に関する事項
社員総会及び役員会

10月

委託事業

自主・補助事業

漆の家管理運営事業 男木島　漆の家の管理運営 香川県

週例会4 事務局 各事業報告

出席者

県産品を使ったマルシェの開催

週例会4 事務局 各事業報告

決算報告・次期事業計画6月 第21回総会 会員・理事・事務局

議決内容

7月 週例会4 事務局 各事業報告

11月

審議事項

週例会3 事務局

放課後児童クラブ 放課後・長期休暇時の児童の預かり

週例会5 事務局 各事業報告

8月 週例会5 事務局 各事業報告
9月 理事会1 理事・事務局 各事業報告

各事業報告
12月 週例会5 事務局 各事業報告
1月 週例会3

海ごみ発生抑制に係る
県民参加型モニタリング調査

（令和2年度）
モニタリング調査 香川県

第22回定時総会
・令和3年事業報告
・令和3年収支決算書
・令和4年事業計画
・令和4年事業予算案

運営・週例会
5月 週例会3 事務局 各事業報告

R4年6月24日

会員総数30名
出席者数　23名
　本人出席　5名
　書面表決者数　3名
　委任状出席者数　15名
　欠席7人

開催日時

受託事業名 内容 受託先
芸術士を保育所・幼稚園に派遣 高松市

2月 週例会4 事務局 各事業報告
週例会5 事務局 各事業報告3月

4月

せとうちクリーンアップフォーラム ビーチクリーンアップの実施とCSR用環境研修の実施

事業名 内容

芸術士派生（プラス/オーバー） 高松市の事業以外の園（市内外）への芸術士派遣

アーキペラゴツアー 香川の日帰りツアーコンテンツ開発と販売、ガイド

さぬきマルシェinサンポート
（令和2年度・令和3年度）

海ごみ発生抑制に係る
人材育成業務
（令和2年度）

リーダー育成講座&モニタリング調査 香川県

週例会4 事務局 各事業報告

芸術士派遣事業

事務局 各事業報告
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