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TAKE FREE

“子どもはたくさんの人の中で育つ”
地域や家庭とつながりあって子どもたちを見守りながら育て、
支えていこうという思いが込められています。

☆KOTOHITO☆

子育て応援情報誌



こっころ
サービス

らあ麺ダイニング
為セバ成ル。　

席はカウンター、テーブル席の他、お座敷も
ございますので、お子様とご一緒にゆっくりと
お食事を楽しんでいただけます。ぜひお気軽
にお子様と当店へお越しくださいませ。

子育て家庭を応援します。宍道湖一望
レストランで楽しいランチタイムをお過
ごしください。

こっころ
サービス

「成ル。お子様らあ麺を無料（但し、500
円以上のラーメンをご注文の大人1人
につき1つ）または、500円以上のラーメ
ンのトッピング無料（対象：小学生以下）

こっころ
サービス

こっころパスポート＋プレイヤーズIDカード（小学生～20歳までの
学生を対象としたポイントカード）をお会計時にレジにてご提示い
ただくと、店内表示価格より5%オフ。※現金払いのみ、その他割
引併用不可（株主優待券のみ可）、一部対象外の商品あり。

食べる

住）松江市黒田町499-1
電）0852-28-3988
営）11：00～25：00
休）元旦

松江ニューアーバンホテル
スカイビューキャンドル

こっころ
サービス

お子様とご一緒のご来店で、
大人・小人料金それぞれ100
円引き（その家族に限る）

食べる

住）松江市西茶町40-1 松江ニューアーバンホテル本館9Ｆ
電）0852-27-5511
営）11：00～14：00
休）なし

この機会に島根の工芸品八雲塗にふれ
てみてください。様々な御祝事に島根の工
芸品「八雲塗」を御用立てくださいませ。

八雲塗やま本
（山本漆器店）

こっころ
サービス

買う

住）松江市末次本町45
電）0852-23-2525
営）9：00～19：00
休）1/1～1/3

三瓶山が生んだ天然水です。天然ミネラ
ル「シリカ」が豊富で特に小さいお子様や
赤ちゃんのミルクに最適です。育ち盛りのお
子様に飲んで欲しいやさしい天然水です。

山陰クボタ水道用材
株式会社

こっころ
サービス

ボトルについているシールを10枚集めると1
本サービスいたします。（専用台紙あり）＜対
象：ウォーターサーバーをご利用のお客様＞

買う

住）松江市平成町182-15
電）0120-837-014
営）9：00～17：00
休）土曜・日曜・祝日

全国どの医療機関の処方箋も受付いたします。
地域の皆様の健康・美容をサポートします。キッズ
コーナー、おむつ交換台もあります。お気軽にご相談
ください。商品のみのご来店もお待ちしております。

日本調剤　松江薬局買う

住）松江市母衣町126-3
電）0852-20-5101
営）8：30～17：30
休）土曜・日曜・年末年始

ファーストシューズから本格派ランニングシュー
ズ、可愛いきらきらシューズまで、お子様の成長に
合わせた靴を取り揃えています。キッズスペースを
設けていますので、安心してご来店ください。

シューズ愛ランド
出雲店

こっころ
サービス

買う

住）出雲市渡橋町1219-1
電）0853-20-0181
営）10：00～22：00
休）なし

出雲産のこだわりの食材を和菓子にして
おります。小学生や子ども会向けに和菓子
作り教室を開催しております。ご要望がござ
いましたらお気軽にお問い合わせください。

（有）坂根屋　扇町本店

こっころ
サービス

買う

住）出雲市今市町890
電）0853-24-0011
営）8：30～18：00
休）なし

産前・産後のデリケートな体に、きち
んと体に合った下着をきて、楽しく子育
てできるように応援します。

ランジェリーショップ
ルネ

買う

住）出雲市姫原町271-1
電）0853-81-2021
営）月曜～土曜 10：00～20：00（水曜を除く）  日曜 10：00～19：00
休）水曜

日本古来の伝統文化を継承し、しきたり
を大切にした商品を取り扱っております。
心を込めた接客でお客様に『納得』＋『安
心』をお届けします。

株式会社
人形のはなふさ 松江店

こっころ
サービス

お買上げ時パスポート提示で記念
品進呈※人形のはなふさ各店でも
同様のサービスが受けられます。

買う

住）松江市上乃木3丁目18-1
電）0852-31-3355
営）10：00～19：00
休）正月、お盆、9月～11月の水曜日

スポーツ用品のみならずカジュアルアパレルや雑貨等
の取り扱いもしており、常に新鮮かつ楽しくショッピングいた
だける各コーナーをご用意しております。スポーツナビゲー
ター一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。

スーパースポーツゼビオ
松江東津田店

買う

住）松江市東津田町487-7
電）0852-60-2021
営）10：00～21：00
休）年中無休

2015年6月にリニューアルしたカフェです。農村カフェとしての
雰囲気はそのまま、おむつ替えベッド、ベビーサークル、独立した授
乳スペースにミルク用のお湯も用意しました。小さなお子様のいる
お母さんにもゆっくり過ごしていただきたいと思っております。

LaboCafe 明るい農村

こっころ
サービス

食べる

住）邑智郡川本町南佐木177-3
電）0855-74-0870
営）11：00～17：00
休）月曜、水曜、木曜

●学生の方は、300円以上のメニューご注文で
50円引きします！●忙しいお母さんにもピッタリ！
ヒーリングティータイムセット（肩もみ5分＋ホット
コーヒー）500円●キッズメニューあります！

カフェアトリオ
アトネスいずも店

こっころ
サービス

500円以上のメニューご注文
で50円引き（但し、ヒーリング
ティータイムセットは除く）

食べる

住）出雲市駅北町10-3
電）0853-25-2022
営）10：00～19：00
休）第3火曜日

ご家族連れの方は和室（個室）でのご
利用が可能です。（予約制）
完全禁煙です。

ホテル宍道湖レストラン
「ラ・メール」

こっころ
サービス

食べる

住）松江市西嫁島2丁目10-16 地方職員共済会館ホテル宍道湖内
電）0853-53-1112
営）11：00～14：00、17：00～21：00
休）なし

シャルルは子育てママにお役に立てるような膝、腰、脚に負
担をかけない外反母趾、甲高、巻爪のお悩み解消楽ちんシュー
ズ、気になるハミ肉ぷにゅの解消インナー、マイナス5歳ブラ、マ
イナス5歳パンツなど女性のお悩みを解消できる子育てママの
応援をするお店です。駐車場）今井書店前7,8,10,11

ブティックシャルル
ランジェリーシャルル

こっころ
サービス

商店街でのスタンプラリー（お買上げで1店
舗1個のスタンプ、5ポイント貯まった方に、
500円の図書券を進呈）※先着1,000名

マタニティーインナー等
産前・産後マタニティー用品
5％オフ

買う

住）松江市殿町403
電）0852-26-5606
営）10：00～19：00
休）年中無休

当店自慢のふわふわオムライス（1,000
円）は小さなお子様からご年配まで人気№
1です。ご家族連れのご来店は大歓迎です
ので、是非ご賞味ください。

カフェ紅葉

こっころ
サービス

食べる

住）鹿足郡津和野町後田ロ201
電）0856-72-1006
営）9：00～18：00
休）月曜

こっころ
サービス

グループ全員店内商品20%引き（一部対象外
商品有、他の割引との併用不可、処方箋調剤
は除く）※出雲薬局、江津薬局、西町薬局、的
場薬局でも同様のサービスが受けられます。

レストラン利用金額の
5％引き

お子様に食後の
ドリンクサービス

オレンジジュース１杯
無料サービス

全商品15%引き

毎週土曜・日曜は
スタンプ２倍

お買い物ポイントを
1個追加サービス

家

族
で行
ってみよう！

協賛店

※こっころ協賛店のサービス内容は変更になる
場合があります。

こっころ協賛店の情報は、パソコン、携帯から検索してね☆

こっころパスポートをお店で提示すると、いろんなサービスが
受けられるよ☆
こっころ協賛店は子育てを応援してくれているお店だよ！

しまね　こっころ
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車検時、パスポート提示でEARTH BEAUTY 
GARDN無料チケット（ジェルネイル、ヘッドス
パ、まつげエクステ）プレゼント

髪のダメージや頭皮への負担を少しでも
和らげたいという、髪へのやさしさが詰まった
ヘアサロンです。髪と身体の美と健康を考え
て工夫された様々なケアを行っております。

gair（ジエアー）

こっころ
サービス

チャイルドルームでの保育100
円引き（※通常0～3歳 400円、
4～5歳 200円）

理美容

住）松江市西川津町774-27
電）0852-27-5151
営）9：30～19：00　土・日曜・祝日／8：30～18：00
休）月曜・第3日曜

トータルな美と健康、そして安全で確実
な体づくりを提案いたします。がんばる女
性を応援いたします。

スリーハート・リフレ

こっころ
サービス

次回から使える1割引券プレゼ
ント〈平日10時～16時にお越
しのお子様をお連れの方〉

理美容

『クルマの楽しさを、あなたにも。』プラチナでは輸入車を中心に試乗
車を用意しています。試乗だけでも気軽にお試しください。バリアフリー
のトイレにおむつ交換台を設置、またミルク用のお湯も用意しておりお子
様連れにも優しいお店です。ＨＰは＜松江市 プラチナ＞で検索を♪

プラチナ

こっころ
サービス

住）松江市八幡町795-1
電）0852-38-8806
営）10：00～19：00
休）毎週水曜日

その他

住）松江市浜乃木6丁目27-31
電）0852-24-0746
営）10：00～20：00
休）日曜・祝日

日本エステティック協会登録サロンのグラシアは1回1
回のお支払いでお通いいただけます。フェイシャル、ボ
ディ、ブライダルコースなどご用意しております。お気軽に
ご来店くださいませ。グラシアは子育てを応援しています。

GRACIA（グラシア）
エステティックサロン

こっころ
サービス

コットンセットかハーブティい
ずれか1個プレゼント

理美容

住）松江市西川津町4271ヴィーナスガーデン2F202号
電）0852-33-7213
営）月～土曜／10：00～20：00（最終受付 18：30）

日曜・祝日／10：00～18：00（最終受付 16：30）
休）火曜

出産準備用品・ベビー服・子供服・お宮
詣り着・のりもの・雛人形・五月人形他取
り揃えています。

ベビーランド

こっころ
サービス

こっころパスポート提示でス
タンプマリン２倍進呈！

買う

住）浜田市浅井町86-21
電）0855-22-7280
営）10：00～18：30（日曜は18：00まで）
休）水曜

お子様連れも大歓迎のネイルサロン。おも
ちゃやDVDもご用意しています。短いお爪で
もかわいいデザインたくさんあります。安心価
格でママもおしゃれを楽しんでほしいです。

nail ali'i（ネイルアリィ）

こっころ
サービス

理美容

住）松江市学園二丁目31-8-301 BSマンションⅡ
電）0852-33-7531
営）9：00～18：00受付
休）不定休

特殊フィルムで栽培されたフルーツトマト
です。甘味、酸味、後味のバランスに優れて
おり、一味違う絶品トマトですので、ぜひ、
一度お試しください。

アグリプラント甲斐の木

こっころ
サービス

店頭価格から5%引き（他の
割引サービスとは重複できま
せん）

買う

住）江津市二宮町神村3-1
電）0855-52-7141
営）9：30～14：00
休）土曜、日曜、祝日、盆、正月

「お子様ひとりひとりにあったお薬の飲み方をサポートしま
す。お薬について困っている事などお気軽にご相談ください」
ファーマシィまごころ薬局は、キッズスペースを設置しておりま
すので、小さなお子様連れでも安心してご利用いただけます。

ファーマシィ
まごころ薬局

こっころ
サービス

薬局取扱商品2点まで5%引
き（※保険調剤・指定ゴミ袋
等、一部対象外商品有）

施術料金10%オフ（合計料
金4,500円以上、サプライズ
バリューネイル対象外）

買う

住）出雲市武志町733-4
電）0853-20-1104
営）月・火・水・金曜／8：00～19：00　木・土曜／8：00～12：30
休）日曜、祝日

地元漁師のお母さんたちとの交流を交えた隠岐ならでは
の郷土料理体験や色鮮やかなヒオウギ貝等を使って作る貝
細工体験を実施する等、ご家族の皆様で楽しめる体験を提
供しております。ぜひ“しおさい”に遊びにいらしてくださいね。

観光交流施設　
産直問屋しおさい

こっころ
サービス

・体験交流イベント（食育イベント“し
おさいふれあいキッチン”の実施）

・体験したお子様に粗品をプレゼント

住）隠岐郡隠岐の島町津戸1113-1
電）08512-6-2911
営）9：00～17：00
休）火曜

見る
遊ぶ

豊かな自然に恵まれた公園であるとともに、県
内最大規模のスポーツ活動施設を備え、トップア
スリートをはじめとする競技会の開催や県民の皆
様の健康作りの場として活用されています。

島根県立浜山公園

住）出雲市大社町北荒木1868-10
電）0853-53-4533
営）8：30～21：00
休）体育館：月曜（祝日の場合翌平日） 全施設：12/29～1/3

見る
遊ぶ

来待ストーンは、来待石について学んだ
り、体験したりできる施設です。親子の思
い出作りにぜひおこしください。

モニュメント・ミュージアム
来待ストーン

こっころ
サービス

ミュージアム入場料　
一　　般：300円→200円
小中学生：150円→100円

住）松江市宍道町東来待1574-1
電）0852-66-9050
営）9：00～17：00（体験は9：30～）
休）火曜（祝日の場合は翌日）

見る
遊ぶ

お子様から大人の方まで楽しく遊べる
ゲームセンター。ご家族みんなの『おでか
け』を応援します。

ビバーチ松江

住）松江市東朝日町203-1
電）0852-28-8890
営）10：00～24：00
休）なし

見る
遊ぶ

この施設は、明治18年に隠岐四郡町村連合会により郡
庁舎として建造されたもので、現在地に移築復元したもので
す。施設内には、孤島隠岐で暮らした島民の生活遺産など
国指定重要有形文化財６７４点など収取保存しています。

隠岐郷土館

こっころ
サービス

見る
遊ぶ

住）隠岐郡隠岐の島町郡749-4
電）08512-5-2151
営）9：00～17：00
休）12/29～1/3

4人用のコテージが4棟あります。ぜひ、
ご利用ください。夏場の予約はお早めに。

ふれあい公園笹遊里
見る
遊ぶ

中海に浮かぶ花の島。年中ぼたんが咲き、四季
折々の花が彩りを添える。山陰最大級の池泉回遊
式日本庭園で季節の郷土料理、お茶席にて和の
時間をお子様と一緒にゆっくりお楽しみください。

日本庭園　由志園

こっころ
サービス

5名様まで入園料100円引
（小・中・高校生は50円引き）

見る
遊ぶ

住）松江市八束町波入1260-2
電）0852-76-2255
営）9：00～17：00
休）なし

海沿いの教室で優しいフラから本格フラまであなたにあった
レッスンでフラダンスを初めてみませんか？ママ＆babyクラスで
はママメインにレッスンしていきます。お子様は遊んでも良し、一
緒に踊っても良し、ママが安心して習い事ができます。またフラ
ダンスは産後間もないママなどホルモンバランスの崩れからくる
体調の乱れや体型を改善し心身のバランスを整えてくれます。

Halau Hula O Lehua Ula

こっころ
サービス

習う

住）浜田市下府町2164-38
電）090-8069-0317
営）〈ママ＆babyクラス〉毎週水曜日　10：00～11：00

当店は安全・安心・安価をモットーと
し、弁当価格250円を産直店へ卸の業態
を取っています。お弁当の中身は、魚、肉、
野菜と島根米のおかず７品セットです。

島根半島味の玉手箱

こっころ
サービス

弁当の注文が10%引きで予約できます（50個まで）
毎月第4日曜日に出雲大社の商工会議所前の軽
四朝市で出店しているお弁当を10%引きします。

買う

住）出雲市平田町藪崎1694-1
電）0853-68-0920
営）10：00～21：00
休）不定休

こっころ
サービス

・UFOキャッチャー1回サービス
・乗り物1回サービス
・メダル20枚サービス
どれかお一つ選べます。2・12・22日は粗
品もプレゼント

こっころ
サービス

コテージ使用料　
12,000円→10,000円
バーベキュー１セット貸出料　
1,620円→1,500円（食材持込の場合）

こっころ
サービス

個人利用10回につき、1回分を無料サービス（体育
館サブアリーナ、小体育館、トレーニング室、陸上競技
場、補助競技場、テニスコート）、バレーボール、バス
ケットボール等の各種スポーツ用品を無料でご利用
頂けます。（硬式、軟式、ジュニアテニスラケットを除く）

住）邑智郡川本町川下3005-2
電）0855-72-2450・0855-72-1311
営）8：30～17：00（但しコテージ利用者がある
　  場合は、チェックインされるまで営業）
休）水曜（但し予約利用客がある場合は営業します）

お一人様１回無料体験 入館料　300円
→小人（中学生まで）無料

ニチイライフでひと息つきませんか？掃
除、洗濯、食事の準備等のサービスを経験
豊かなスタッフがお手伝いいたします。

株式会社　ニチイ学館

こっころ
サービス

①デビュープラン（スタッフ1名、
1.5時間）3,980円（税込）

②スポットプラン　5%割引

住）松江市朝日町480-8 松江SKYビル6F
電）0120-212-295
営）9：00～17：00
休）なし

その他



車検時、パスポート提示でEARTH BEAUTY 
GARDN無料チケット（ジェルネイル、ヘッドス
パ、まつげエクステ）プレゼント

髪のダメージや頭皮への負担を少しでも
和らげたいという、髪へのやさしさが詰まった
ヘアサロンです。髪と身体の美と健康を考え
て工夫された様々なケアを行っております。

gair（ジエアー）

こっころ
サービス

チャイルドルームでの保育100
円引き（※通常0～3歳 400円、
4～5歳 200円）

理美容

住）松江市西川津町774-27
電）0852-27-5151
営）9：30～19：00　土・日曜・祝日／8：30～18：00
休）月曜・第3日曜

トータルな美と健康、そして安全で確実
な体づくりを提案いたします。がんばる女
性を応援いたします。

スリーハート・リフレ

こっころ
サービス

次回から使える1割引券プレゼ
ント〈平日10時～16時にお越
しのお子様をお連れの方〉

理美容

『クルマの楽しさを、あなたにも。』プラチナでは輸入車を中心に試乗
車を用意しています。試乗だけでも気軽にお試しください。バリアフリー
のトイレにおむつ交換台を設置、またミルク用のお湯も用意しておりお子
様連れにも優しいお店です。ＨＰは＜松江市 プラチナ＞で検索を♪

プラチナ

こっころ
サービス

住）松江市八幡町795-1
電）0852-38-8806
営）10：00～19：00
休）毎週水曜日

その他

住）松江市浜乃木6丁目27-31
電）0852-24-0746
営）10：00～20：00
休）日曜・祝日

日本エステティック協会登録サロンのグラシアは1回1
回のお支払いでお通いいただけます。フェイシャル、ボ
ディ、ブライダルコースなどご用意しております。お気軽に
ご来店くださいませ。グラシアは子育てを応援しています。

GRACIA（グラシア）
エステティックサロン

こっころ
サービス

コットンセットかハーブティい
ずれか1個プレゼント

理美容

住）松江市西川津町4271ヴィーナスガーデン2F202号
電）0852-33-7213
営）月～土曜／10：00～20：00（最終受付 18：30）

日曜・祝日／10：00～18：00（最終受付 16：30）
休）火曜

出産準備用品・ベビー服・子供服・お宮
詣り着・のりもの・雛人形・五月人形他取
り揃えています。

ベビーランド

こっころ
サービス

こっころパスポート提示でス
タンプマリン２倍進呈！

買う

住）浜田市浅井町86-21
電）0855-22-7280
営）10：00～18：30（日曜は18：00まで）
休）水曜

お子様連れも大歓迎のネイルサロン。おも
ちゃやDVDもご用意しています。短いお爪で
もかわいいデザインたくさんあります。安心価
格でママもおしゃれを楽しんでほしいです。

nail ali'i（ネイルアリィ）

こっころ
サービス

理美容

住）松江市学園二丁目31-8-301 BSマンションⅡ
電）0852-33-7531
営）9：00～18：00受付
休）不定休

特殊フィルムで栽培されたフルーツトマト
です。甘味、酸味、後味のバランスに優れて
おり、一味違う絶品トマトですので、ぜひ、
一度お試しください。

アグリプラント甲斐の木

こっころ
サービス

店頭価格から5%引き（他の
割引サービスとは重複できま
せん）

買う

住）江津市二宮町神村3-1
電）0855-52-7141
営）9：30～14：00
休）土曜、日曜、祝日、盆、正月

「お子様ひとりひとりにあったお薬の飲み方をサポートしま
す。お薬について困っている事などお気軽にご相談ください」
ファーマシィまごころ薬局は、キッズスペースを設置しておりま
すので、小さなお子様連れでも安心してご利用いただけます。

ファーマシィ
まごころ薬局

こっころ
サービス

薬局取扱商品2点まで5%引
き（※保険調剤・指定ゴミ袋
等、一部対象外商品有）

施術料金10%オフ（合計料
金4,500円以上、サプライズ
バリューネイル対象外）

買う

住）出雲市武志町733-4
電）0853-20-1104
営）月・火・水・金曜／8：00～19：00　木・土曜／8：00～12：30
休）日曜、祝日

地元漁師のお母さんたちとの交流を交えた隠岐ならでは
の郷土料理体験や色鮮やかなヒオウギ貝等を使って作る貝
細工体験を実施する等、ご家族の皆様で楽しめる体験を提
供しております。ぜひ“しおさい”に遊びにいらしてくださいね。

観光交流施設　
産直問屋しおさい

こっころ
サービス

・体験交流イベント（食育イベント“し
おさいふれあいキッチン”の実施）

・体験したお子様に粗品をプレゼント

住）隠岐郡隠岐の島町津戸1113-1
電）08512-6-2911
営）9：00～17：00
休）火曜

見る
遊ぶ

豊かな自然に恵まれた公園であるとともに、県
内最大規模のスポーツ活動施設を備え、トップア
スリートをはじめとする競技会の開催や県民の皆
様の健康作りの場として活用されています。

島根県立浜山公園

住）出雲市大社町北荒木1868-10
電）0853-53-4533
営）8：30～21：00
休）体育館：月曜（祝日の場合翌平日） 全施設：12/29～1/3

見る
遊ぶ

来待ストーンは、来待石について学んだ
り、体験したりできる施設です。親子の思
い出作りにぜひおこしください。

モニュメント・ミュージアム
来待ストーン

こっころ
サービス

ミュージアム入場料　
一　　般：300円→200円
小中学生：150円→100円

住）松江市宍道町東来待1574-1
電）0852-66-9050
営）9：00～17：00（体験は9：30～）
休）火曜（祝日の場合は翌日）

見る
遊ぶ

お子様から大人の方まで楽しく遊べる
ゲームセンター。ご家族みんなの『おでか
け』を応援します。

ビバーチ松江

住）松江市東朝日町203-1
電）0852-28-8890
営）10：00～24：00
休）なし

見る
遊ぶ

この施設は、明治18年に隠岐四郡町村連合会により郡
庁舎として建造されたもので、現在地に移築復元したもので
す。施設内には、孤島隠岐で暮らした島民の生活遺産など
国指定重要有形文化財６７４点など収取保存しています。

隠岐郷土館

こっころ
サービス

見る
遊ぶ

住）隠岐郡隠岐の島町郡749-4
電）08512-5-2151
営）9：00～17：00
休）12/29～1/3

4人用のコテージが4棟あります。ぜひ、
ご利用ください。夏場の予約はお早めに。

ふれあい公園笹遊里
見る
遊ぶ

中海に浮かぶ花の島。年中ぼたんが咲き、四季
折々の花が彩りを添える。山陰最大級の池泉回遊
式日本庭園で季節の郷土料理、お茶席にて和の
時間をお子様と一緒にゆっくりお楽しみください。

日本庭園　由志園

こっころ
サービス

5名様まで入園料100円引
（小・中・高校生は50円引き）

見る
遊ぶ

住）松江市八束町波入1260-2
電）0852-76-2255
営）9：00～17：00
休）なし

海沿いの教室で優しいフラから本格フラまであなたにあった
レッスンでフラダンスを初めてみませんか？ママ＆babyクラスで
はママメインにレッスンしていきます。お子様は遊んでも良し、一
緒に踊っても良し、ママが安心して習い事ができます。またフラ
ダンスは産後間もないママなどホルモンバランスの崩れからくる
体調の乱れや体型を改善し心身のバランスを整えてくれます。

Halau Hula O Lehua Ula

こっころ
サービス

習う

住）浜田市下府町2164-38
電）090-8069-0317
営）〈ママ＆babyクラス〉毎週水曜日　10：00～11：00

当店は安全・安心・安価をモットーと
し、弁当価格250円を産直店へ卸の業態
を取っています。お弁当の中身は、魚、肉、
野菜と島根米のおかず７品セットです。

島根半島味の玉手箱

こっころ
サービス

弁当の注文が10%引きで予約できます（50個まで）
毎月第4日曜日に出雲大社の商工会議所前の軽
四朝市で出店しているお弁当を10%引きします。

買う
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サービス
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こっころ
サービス
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住）松江市朝日町480-8 松江SKYビル6F
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営）9：00～17：00
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その他



○厚生労働大臣認可クリーニング標準営業約款登録店
○クリーニング師４人が自社工場（矢野町）で「クリーニン

グ処理基準」に従って行います。
○毛布・布団類は無料で配達致します。

（有）クリーニングこだま　
中央通店

こっころ
サービス

ドライクリーニング4割引
(対象外商品あり）

住）出雲市今市町62-14
電）0853-21-5578
営）9：00～19：00
休）第1、3木曜

その他

地域、子育て家庭の皆様、洗濯、シミ、
クリーニングの事でお困りの時はぜひ、当
店へご相談くださいませ、お待ち致してお
ります。

内部ドライクリーニング
本店

こっころ
サービス

ワイシャツ1枚90円で何枚で
もOK！または50円チケット
進呈！

住）雲南市加茂町
　  加茂中992-1
電）0120-800-600
　  0854-49-7420
営）7：00～20：00
休）盆、正月

その他

ネットやパソコンのお困りごとのサポー
トをしています。まずは、お気軽にお問い
合わせください。お電話または、〈ＴＦＣメ
ディアラボ〉で検索！

株式会社
TFCメディアラボ

こっころ
サービス

住）雲南市大東町飯田41-12JAビル2F
電）0854-43-9153
営）8：30～17：30
休）土曜、日曜、祝日

その他

子育て中の飼い主さんも、動物も満足
して頂ける診察、治療を行い、地域社会
の幸せに貢献していく動物病院を目指し
ています。

のなか動物病院

こっころ
サービス

パスポート提示により、サー
ビス特典あり

住）松江市浜乃木2丁目2-1-6号セントラルハイツ
電）0852-28-1122
営）9：00～12：00、16：00～19：00
休）水曜、日曜の午後、祝日
　　  ※日曜は臨時休診になることがありますので、事前にご確認ください。

その他

サポート料金5%割引

　乳幼児と一緒に外出する家族の利便性を高めるため、
おむつ替えや授乳ができるスペースのあるお店や施設を
「赤ちゃんほっとルーム」として登録いただいています。
このステッカーが貼ってある施設では、おむつ替え設備
などを自由にご利用いただけます。

赤ちゃんほっとルームとは

赤ちゃんほっとルーム
◆登録施設はパソコンや携帯から検索できます

赤ちゃんほっとルーム ～子どもと一緒の外出を応援します～

第14回 大賞
子育てや子ども、家族に関する楽しさ、うれしさや感動などをきらりと光るひとことで表した「ことのは」
今年度第14回目を迎えた「ことのは大賞」の募集を平成27年7月1日～9月30日で行ったところ、全国から
2,289点（一般の部：1,578点、こっころの部（18歳以下の方）：711点）の応募がありました。

＜第14回ことのは大賞　知事賞・会長賞・団体賞＞　

島根県知事賞

青少年育成
島根県民
会議会長賞

団体賞

「読みきかせ 娘が覚えリズムつけ たちまちわが家のうたになる」
（島根県　山下知歩さん）

「妹がうまれた。昔の服と一緒に思い出も引っぱり出した。」
（島根県立松江農林高等学校　藤本瑞希さん）

一般
の部

こっころ
の部

「心配したんだよ　ママいなくなるんだもん。それはこっちのセリフです。」
（宮城県　相澤秋子さん）

「わたしと妹、宿題終わってホッホッホ　お父さんとお母さん、
　　　　　　　　夏休み終わってホッホッホ　みんなで顔合わせホッホッホ」
（江津市立高角小学校　森脇真実さん）

一般
の部

こっころ
の部

島根県立益田養護学校
赤名保育所

ほっとしたり、笑えたり、感動したり、そして考えさせられたり、家族を大切に思う素敵な作品がたくさんご覧いただけます。
詳しくは　http://www.pref.shimane.lg.jp/education/syoushika/syoushika/parntenv/kotonoha/

「こことも」は
・イベント情報
・子育て応援団体や子育てサロン・サークルの情報
・子どもの病気やけが、感染症情報
など、様々なカテゴリーから欲しい情報にアクセスできます。

「こことも」は
みんなでつくる子育て応援サイトです。
自分が知っている「イベント情報」や「おすすめサイト」など
子育てが楽しくなる元気になれる情報の投稿もお待ちしてます。

みんなで一緒に子育てをしていきましょう。
『ここからつながろ　こころもつながろ　こことも』
http://cocotomo.info/

｢こことも」は県の委託を受けてNPO法人おやこ劇場松江センターが
運営を行っています

みんなでつくる子育て応援サイト
「こことも」

表彰式を行いました
こっころイクボス

　県では、部下の仕事
と子育ての両立を支援
し、かつ業務効率を上
げるなどの工夫をして
いる上司を「イクボス」
として募集し、特に優れ
た取り組みをしている
方に対して知事表彰を
行いました。

●青戸 亨氏 
（社会福祉法人島根ライトハウス  理事長）
●古志野 純子氏

（株式会社 長岡塗装店 常務取締役）
●實重 正樹氏 

（アサヒ工業株式会社 代表取締役）
●重森 千枝氏 

（アースサポート株式会社 CSR推進室長）

受 賞 者

標高230m、敷地面積33haの広大な森
林公園の中に各施設が点在。広々とした自
然いっぱいの園内で、いろいろな過ごし方
をお楽しみください。

温泉リゾート　風の国

こっころ
サービス

住）江津市桜江町長谷2696
電）0855-92-0001
営）日帰り入浴 10：00～22：00（最終受付21：00）
休）年2回

その他

｢風の館」の温泉入浴料　
大　人 600円 → 500円
小学生 300円 → 250円

平成27年12月25日（金）
県庁知事室において、
第14回ことのは大賞表彰式を
開催しました。

   Happy Life
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平成28年4月から「こっころパスポート」が全国で利用できます！

　全国共通ロゴマークの入った『こっころパスポート』を提示すると、全国共通展開協賛
店でおトクなサービスを受けることができます。

　全国共通展開協賛店でサービスを受けるためには、全国共通ロゴマークの入った「こっ
ころパスポート」が必要となります。
　全国共通ロゴマークの入っていないこっころパスポートを持って、お住まいの市町村の
交付窓口で手続きをお願いします。
　全国共通ロゴマークの入っていないこっころパスポートについても、引き続き島根県の
こっころ協賛店及び中国地方5県連携協賛店では使用可能です。

○対象者：島根県内にお住まいで、妊娠中の方～18歳までの子どものいる家庭。
○全国共通利用に関する情報はこちらから
　http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/passport.html
○全国共通利用サービスの開始時期は都道府県によって異なります。詳しくは上
記、全国共通利用に関する情報のHPをご確認ください。

応募先
問い合わせ先

子育てに関する情報は、
Webサイトからget！

・イベント情報
・子育て支援センターなど、子育てサロンの行事予定
・こっころ協賛店

KOTOHITO（コトヒト）vol.８
表紙写真募集！　

■テーマ
　・子どもの写真や家族の写真
■応募方法
次の事項を記入の上、メール又は郵送（Ｌ版カラープリン
ト）にてお送りください。
　①写真の簡単な説明
　②住所③氏名④性別⑤年齢⑥電話番号
　⑦Vol.７の感想など
　※写真は未発表の物に限ります。掲載について被写体（本人）の

同意が必要です。作品は返却しませんのでご了承ください。

■応募締め切り
　平成28年6月30日（木）消印有効
■賞品
　採用者には2,000円の図書カードを進呈します。
（応募者全員にこっころグッズプレゼント）
■宛先
　〒690-8501　松江市殿町1
　島根県子ども・子育て支援室　
　メール：shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp

こっころ大賞
表彰式を行いました

　県では子育てを地域住民、企業、行政など社会全体で応援
する「地域みんなで子育て支援」を推進しており、子育て支
援に積極的に取り組む団体等を「こっころ大賞」として表彰
しています。

みなさんの声をお寄せください！
おすすめのお店や場所など
口コミ情報もお待ちしています。

〇子育て支援グループ等部門
　・松井純
　・特定非営利活動法人
ほっと・すぺーす21

〇こっころ協賛店部門
　・株式会社キヌヤ
　・株式会社いない

【受賞者のみなさん】

〈全国共通ロゴマークの入ったこっころパスポート〉

〒690-8501 松江市殿町１ 島根県子ども・子育て支援室

TEL：0852-22-6475　FAX：0852-22-6045
Mail：shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp
HP http://www.pref.shimane.lg.jp/shoshika

（4月からは子ども・子育て支援課に名称がかわります。）

全国共通
ロゴマーク


