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親子で絵本を楽しもう！
～こっころ講師おすすめの絵本を紹介します～　



赤ちゃんへの
読み聞かせのポイント

愛情をこめて、お話をするよう
に読んであげましょう。

幼児への
読み聞かせのポイント

ことばをゆっくりはっきり、よ
くわかるように読んであげま
しょう。

絵本の選定及びコメントはこっころ講師　江角宏子さん（県立図書館読書普及指導員）によるものです。

親子で絵本を楽しもう！親子で絵本を楽しもう！
～こっころ講師おすすめの絵本を紹介します～

子どもにとって絵本は心の成長にとても大切であると言われています。
今回は「親子で楽しむ絵本」について特集します。

絵本は家族のよろこびをつくるもと絵本は家族のよろこびをつくるもと

いないいないばあ くっついた

たまごのあかちゃんねないこだれだ
しろくまちゃんの
ほっとけーき

松谷みよ子　文
瀬川康男　絵
童心社
おすすめ年齢　０～1歳

「いないいないばあ」赤ちゃんと
コミュニケーションを交わしな
がら楽しめる、赤ちゃん絵本の
傑作です。

赤ちゃんはくっつきあそびが
大好き。ほっぺがくっついた
ら、心までつながっちゃうん
ですよね。

三浦太郎　作
こぐま社
おすすめ年齢　０～1歳

かんざわとしこ　文
やぎゅうげんいちろう　絵
福音館書店
おすすめ年齢１～２歳

「だれのたまごかな？」
答えが誰だかわかっていても、
赤ちゃんはページをめくるのが
楽しいのです。

しろくまちゃんはお母さんに手
伝ってもらってほっとけーきを
やきます。「ぼたあん」「どろど
ろ」「ぴちぴちぴち」こんな言葉
が楽しい、ほっとけーきづくり。

なかなか眠れない子にはちょっ
とこわい本。でも大好きな人に
読んでもらったら安心して眠れ
ます。

わかやまけん　作
こぐま社
おすすめ年齢１～５歳

赤ちゃんに
おすすめの絵本
（0～2歳）

はらぺこあおむし ぐりとぐら

わたしのワンピース

三びきのやぎの
がらがらどん

しょうぼうじどうしゃ
じぷた

エリック・カール　作
もりひさし　訳
偕成社
おすすめ年齢２～５歳

ちっちゃなたまごから、ちっぽ
けなあおむしが生まれました。
おなかがぺっこぺこのあおむし
はいろいろなものを食べて成長
します。

のねずみのぐりとぐらが森で大
きなたまごを見つけました。ふ
たりはそのたまごで何を作った
のでしょうか。

中川李枝子　作
大村百合子　絵
福音館書店
おすすめ年齢３～５歳

にしまきかやこ　絵・文
こぐま社
おすすめ年齢３～6歳

空からおちてきたまっしろなき
れ。「わたしのワンピースを作ろ
うっと。」どんなワンピースにな
るかな。女の子に大人気の一冊
です。

「ちびっこでも　せいのうはいい
んだぞ」　子どもたちは、じぷた
と自分を重ね合わせて聞いてく
れることでしょう。

マーシャ・ブラウン　絵
瀬田貞二　訳
福音館書店
☆おすすめ年齢３～５歳

三びきのやぎが、山に草を食べに
出かけます。でもそのとちゅうで、
まもののトロルのいる橋をわたら
なければなりません。三びきのや
ぎは無事にわたれたでしょうか。

渡辺茂男　作　
山本忠敬　絵
福音館書店
おすすめ年齢 3～６歳

幼児に
おすすめの絵本
（3～6歳）

～絵本の読み聞かせは、親との愛情豊かなコミュニケーションを通して子どもの心を育てます～

肌のぬくもりを通して
心のふれあいを

　子どもと言葉との出会いは聞くことから
始まります。子どもの聞く力は、赤ちゃん
のときから子守歌を歌ってもらったり、お
話をしてもらう中で育っていきます。ひざ
に抱っこされて絵本を読んでもらうとき、
お話をしてくれる人のぬくもりを全身で受
けとめ、しあわせを感じるのです。

言葉の世界との
出会いを大切に

　３歳頃から小学校低学年までは、言葉を
吸収し、言葉でコミュニケーションを図る
能力が発達していく時期なので、この時期
にどんな言葉に出会ったか、どれだけお話
を楽しんだかがその人の感受性に大きな影
響を与えると考えられています。

イメージを描く楽しさを知る

　絵を見ながら言葉をつないでいくこと
で、子どもの中にお話のイメージが芽生
えます。
　この積み重ねによって、絵で描かれて
いないところまでイメージすることがで
きるようになります。

Q
A A A

A A
Q Q

Q Q赤ちゃんにはいつ頃から？
　いつからと決まっているわけではあり
ませんが、首がすわる頃に抱っこして始
めるといいでしょう。
　生後４か月にもなれば喃語などもでて
きて、赤ちゃんの反応が分かりやすくな
ります。

うまく読み聞かせが
できるか不安です。

　上手に読もうと思わなくていいですよ。
本を楽しんで読んでいる気持ちが子ども
に伝わることが大切です。

絵本を嫌がるのですが…
　子どもが嫌がる時は無理に読む必要は
ありません。
　開いたページを一緒に楽しんで眺める
だけでも心は伝わります。
　また日を改めて誘ってみましょう。

同じ絵本ばかり持ってきます。
　絵本は次々にたくさん読む必要はありま
せん。
　子どもは気に入った場面や言葉をお母さ
んやお父さんと一緒に楽しんでいるのです。
　お気に入りの絵本ができたら何度でも読
んであげてください。

忙しくて読み聞かせをする
時間がありません。

　絵本は３～10分くらいあれば１冊読めます。
　忙しい中でもなんとかやりくりをして10分ほ
どお子さんのために作ってみませんか？
　少し大きくなれば自分で読むようになるの
で、読み聞かせができる時期は限られてい
ますよ。

AQ読み聞かせについてのお悩みあれこれ読み聞かせについてのお悩みあれこれ

島根県立図書館発行「親子読書のすすめ」より一部抜粋島根県立図書館発行「親子読書のすすめ」より一部抜粋

せなけいこ　作・絵
福音館書店
おすすめ年齢１～３歳
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もっと
読みたい方には…

もっと
読みたい方には…

島根県立図書館のホームページで
おすすめの絵本を紹介しています。
http://www.lib-shimane.jp/
kodomo/osusume.html



家族で行ってみよう！

http://web-gis.pref.shimane.lg.jp/coccolo/

こっころ 検索

こっころ協賛店の情報は、パソコン、携帯から検索してね☆

協賛店協賛店協賛店

携帯はこちら

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！

　乳幼児を連れて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 検索
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
～子ども連れの外出を応援します～

※こっころ協賛店のサービス内容は変更になる場合があるため
サービス内容を掲載した冊子の発行は行っていません。こち
らの検索をご利用ください。

家族で行ってみよう！

ポイントカードのポイント2倍
各種バイキング200円引き
（詳しくはお問い合せください）

にこにこスタンプ２倍

ランチバイキングの制限時間60分を
90分に延長（平日のみ）

ジュース１杯サービス 全品５％引き

住）松江市末次本町13
電）0852-33-7702
営）11:30〜14:00・17:30〜21:30
休）月曜

住）出雲市天神町233-28
電）0853-21-8882
営）9:30〜19:30
休）水曜・第３日曜

住）松江市玉湯町玉造83
電）0852-62-0831

営）11:00〜14:00
17:30〜23:00（L.O.）

休）木曜

住）松江市朝日町590　松江東急イン1F
電）0852-27-3160
営）朝食 7:00〜10:00　昼食11:30〜14:00

夕食 17:30〜21:30 （L.O. 21:00）
休）なし

住）益田市駅前町13-6
電）0856-22-0705
営）9:00〜18:00
休）水曜

住）松江市東出雲町意宇南1-5-4
電）0852-61-5268
営）11:00〜15:00　17:30〜22:00
休）不定休

食べる Rupa（ルパバイキング）
食べ盛りのお子様連れでもしっかり
お召し上がりいただけます♪

千両まんじゅう
昔懐かしい素朴な味のおまんじゅう

食べる シャングリ・ラ
時間を気にせずゆっくりお食事を

ジョリカドー
家族の笑顔をスイーツで
お手伝い♪

食べる ダイニング　なくりあ
お子様連れでも安心

　店内はシック＆モダンをコンセプトにデザイン
された全43席。パーテーションで仕切られた客席
は個室感覚でゆっくりと食事を楽しんでいただけ
ます。全席禁煙なので、お子様連れにも安心です☆
ランチで気軽に！お得に！ ディナーはセイロを
囲んでワイワイ！

こっころ
サービス
こっころ
サービス

食べる 若竹寿し
こだわり「しまねの食材」の店

　木目調の落ち着いた雰囲気の中で、旬の食材を取り
入れたバリエーション豊かなシェフ自慢の和食、洋食
のお料理が楽しめます。バイキングではお子様に人気
のソフトクリームも食べ放題☆ソファー席やお子様
用椅子もあり、小さなお子様連れでも大丈夫。店内は
終日全席禁煙で、お子様や妊婦の方も安心です。

こっころ
サービス
こっころ
サービス

　縁起の良い小判型の『千両まんじゅう』
　こしあん・つぶあん・カスタードが選べます。
こしあんとクリームを求肥で包んだ『千両包み』
も人気です☆いずれも厳選されたこだわりの商
品です♪

こっころ
サービス
こっころ
サービス

　昼夜ともにバイキングなので和洋折衷のお料
理が食べ放題☆食べ盛りのお子様連れでもしっ
かりお召し上がりいただけます。
　お座敷席もあるので小さなお子さま連れでも
安心です！

こっころ
サービス
こっころ
サービス

　山陰の新鮮な食材を使ったこだわりの郷土料理
やおいしいお寿司のお店です。子どもには「わさび
抜き」の注文をどうぞ♪
　ベビーカーのままでの入店もＯＫです！

こっころ
サービス
こっころ
サービス

　「見て美味しく、食べて美味しい」がモットーの
ケーキ屋さん。手間隙惜しまず心を込めて手作り
されたケーキは人気です！アレルギーにも対応し
てもらえるので相談してみて☆

こっころ
サービス
こっころ
サービス

買う 買う



１回のお買い上げ500円以上
でスタンプ１個押印。
スタンプ10個で50円引き 水曜・日曜　食品３％引き

（米、酒、塩を除く）
日曜日のみ
マリンカードポイント２倍

スタンプカードのスタンプ1個プ
ラス（通常は1,000円で1個押印）

15％引き（特価品を除く）
※スポ少チーム、学校納品を除く

税込500円以上のお買い上げでお
会計から50円引き（１日１回限り）

ベビーマッサージ・ファースト
サイン教室ともお試しコース
10％引き

日曜日はお買い上げ金額より5%引
き（一部対象除外商品があります）

住）安来市安来町756-5
電）0854-23-7477
営）9:00〜18:00
休）火曜

住）松江市乃白町511番地
電）0852-60-2507
営）9:00〜23:00

住）出雲市斐川町神氷2837
電）0853-72-5816
営）9:00〜21:30
休）なし（1/1〜2を除く）

住）出雲市矢野町920-1
電）0853-23-8600
営）10:00〜19:00
休）なし（正月・お盆を除く）

住）浜田市浅井町885-1
電）0855-22-1110
営）平日6:00〜21:00  日祝8:00〜21:00
休）なし

住）大田市長久町長久ロ265-14
電）0854-84-9130
営）9:00〜18:30
休）不定休

住）出雲市渡橋町２13-1（出雲バイパス沿い）
電）0853-22-4510
営）平日9:00〜18:30 日祝10:00〜17:00
休）第1/3/5日曜

住）出雲市今市町北本町1-1-3/浜田市黒川町4196
電）0853-23-1234 / 0855-23-6656
営）10:00〜20:00　/10:00〜19:00
休）月曜

（出雲店）　　　　　　　　（浜田店）

買う グッディー斐川店
「にこにこキッズカード」会員募集中！

買う ダップス浅井店
ゆったりとしたお店でゆっくり買い物♪

　地元産の安心、安全な食材を販売するお店です。新鮮
な野菜や果物はとても人気☆お菓子もあるので子ども
のおやつにどうぞ。広々した店内で子どもと一緒にお
買い物を♪
　「こっころ会員スタンプカード」は姉妹店の桃源出
雲店（出雲市下古志町656）と共通です。

こっころ
サービス
こっころ
サービス

買う

　四季を通じて地場産の野菜や生花を販売。店
舗は国道 9 号沿いにあるので便利です。出荷さ
れた野菜や加工品にはそれぞれ生産者の名前が
明記されているので、「顔の見える野菜は安心」
と大変好評です♪

こっころ
サービス
こっころ
サービス

　地産地消に取り組み、安全性・味・鮮度・旬にこだ
わった食材が豊富に並ぶ店内は広々としてお買い
物しやすい☆通路がゆったりしているので子ども
と一緒でも安心。自動車型カートは子どもに人気！
乳児用のリクライニング付カートもあります。

こっころ
サービス
こっころ
サービス

こっころ
サービス
こっころ
サービス

　書道に必要な物は何でも揃う専門店です。学校
用の書道用品もたくさん取り揃えてあるので気
軽に相談してみて☆子どもの書道教室もあり、最
寄りの教室の紹介もしてもらえますよ。

こっころ
サービス
こっころ
サービス

　豊富な品揃えとアットホームな雰囲気が自慢の
お店です！野球、サッカー、陸上、バスケ、バレー、テ
ニスなどあらゆるスポーツのシューズや小物類を
取り揃えてあります。
修理から大掛かりなもの・専門的なことまで何でも
ご相談くださいとのこと。気軽に相談してみて☆

買う ドラッグストア
ウェルネス 乃白店
H25.10.3 オープン !子育て家庭を応援します☆

買う ホームデコ　安来店
ガーデンマスコットが子どもに人気！

　ガーデンとインテリアのお店。お庭を彩る植物
やガーデングッズがいっぱい。かわいいガーデン
マスコットは子どもに大人気☆　
　また、店内には食器や小物などすてきな雑貨も
たくさん並べられ、見ているだけでもやすらぎを
感じられる空間です♪

こっころ
サービス
こっころ
サービス

こっころ
サービス
こっころ
サービス

　ママの手は魔法の手〜♪ベビーマッサージで
赤ちゃんとの絆を深めませんか？愛情たっぷり
のマッサージで赤ちゃんとスキンシップ☆ママ
の持ち物は、赤ちゃんの飲み物だけなので手軽に
参加できます。マッサージの後は、カフェタイム
のサービスも♪

こっころ
サービス
こっころ
サービス

　グッディーでは安心・安全な食材をご提供。ＨＰ
ではおすすめの食育レシピもご紹介♪
　斐川店には「魚釣りコーナー」やビデオや絵本が
用意された「キッズコーナー」もあり楽しめます☆お
菓子のつかみ取りなどのイベントもあり、参加する
と「にこにこキッズカード」のスタンプがもらえるな
ど子どもが喜ぶ企画が満載です。

こっころ
サービス
こっころ
サービス

ベビーマッサージ＆サイン教室
momo nature（モモ ナチュレ）
赤ちゃんとの時間を楽しみましょう♪

店内雑貨５％引き
（委託商品、セール品は除く）

　広い駐車場が完備されたお店が新しくオープ
ン。ミルクや紙おむつからおやつまで子育て家庭
に必要な品物がいろいろと揃います。休憩室もあ
るので子どもがぐずっても安心です♪
　ウェルネスは県内に33店舗あるのでお近くの
お店を探してみてくださいね☆

買う 桃源　出雲ドーム店
地元産の安心・安全な食材を提供♪

買う ＪＡグリーンおおだ
生産者の顔の見える農産物が人気！

買う 中尾尚古堂
書道のことなら何でもお任せ☆

住）出雲市渡橋町243-1-405 
電）0853-32-4291
営・休）予約制なのでご相談ください。

（写真は出雲店）

習うセントラルスポーツ
豊富な品揃えとアットホームな
雰囲気が自慢のお店！



協賛店協賛店協賛店

みなさんからの声をお寄せください！
裏表紙のアンケートに書いて送ってくだ
さいね☆

読 者 の み な さ ん か ら の 感 想

●お店の紹介だけでなく、こっころのサー
ビス内容が載っているのがいいですね！
店頭に表示していないお店があったりす
るので…。次号も楽しみにしています。

（松江市　Ｋさん）

●仕事が忙しく、なかなか情報を得る機会
が少ないですが、保育所からこれが届く
とうれしいです。（出雲市　Ｍさん）

●いろんな情報が短時間で収集できて役立
ちましたよ。（雲南市　Ｗさん）

●ページが見やすくて行きたくなります！
楽しみに見させてもらっています。

（奥出雲町　Ｋさん）

●楽しく見させてもらいました。自分は子
育て世代で良かったなぁと改めて思いま
した。（出雲市 Mさん）

vol.3を読んだみなさんから
たくさんの感想をいただきました。
ありがとうございました☆

エステの施術料金５％引き	

木曜10:00〜12:00子ども連れ
で来館の場合　観覧料割引

小学生以下はカット1,000円

○乗馬：引き馬、外乗り料金５％引
き（レッスンは除く）

○レストラン：焼肉バイキング５％
引き（アルコールは除く）

○七五三ご予約でお子様にプレゼント
○高校生以下のお子様カット10％引
○メイク会参加ご優待

劇場売店メニュー（フード・ドリンク
のみ）お一人様につき100円引き
*H25.7月から変更

住）松江市袖師町1-5 
電）0852-55-4700
営）10〜2月　10:00〜18:30   

　3〜9月　10:00〜日没後30分
休）火曜・年末年始

住）出雲市白枝町993-11
電）0853-24-3277
営）10:00〜20:00
休）月曜・第１火曜・第3日曜 

住）松江市菅田町166-18
電）0852-21-0998
営）9:00〜18:00（完全予約制）
休）第１・３日曜・祝日 

住）出雲市大塚町650-1  ゆめタウン出雲東館3F
電）0853-24-6000
営）映画の上映時間による。事前に確認のこと。
休）なし

住）浜田市相生町1396-36 アイアイタウン２Ｆ
電）0855-22-1780
営）9:30〜18:00
休）火曜・第3月曜

住）浜田市金城町久佐イ1390-8
電）0855-42-2222
営）乗馬10:00〜17:00 

レストラン  11:00〜14:00（L.O. 14:00）
              17:00〜21:00（21:00閉店）

休）月曜（祝日の場合は営業、翌火曜が休み）

住）松江市美保関町美保関570 
電）0852-73-0111
休）なし

　落ち着いた純和風の客室はくつろぎの空間。海
を見ながらのんびりまったり♪朝食会場となる本
館は明治からの調度品が数多く残り、レトロな雰
囲気が楽しめます。また、館内にはキッズルームが
あったり、子ども食や離乳食の対応をしてもらえ
たりと子育て家庭にうれしいサービスがいっぱい
です☆

住）鹿足郡津和野町後田ロ185-38
電）0856-72-4039
営）問合せ 10:00〜21:00
休）不定休

理美容

見る・遊ぶ

accent( アクセント）
あなたの綺麗を応援します！

かなぎウェスタンライディグパーク
H25.10.12リニューアルオープン
家族みんなで自然の中でリラックス♪

理美容

見る・遊ぶ

ensoleille （アンソレイユ）
ゆったりとした空間でホッとできる

Ｔ・ジョイ出雲
子どもがぐずっても大丈夫
キッズルームのある映画館

津和野のお宿 よしのや
子どもと一緒にほっこり旅♪♪

癒やし シルキーまつもと
子育てでお疲れのママに
リフレッシュタイム♪

島根県立美術館
子どもと一緒に美術館へ！
「かぞくの時間」がスタート♪

美食と湯の宿 旅館美保館
海を眺めて寛ぎの時間を

　子育てで疲れている時の気分転換＆リフレッ
シュにエステはいかが？フェイシャルからボ
ディーまでいろいろなコースがあるので希望に合
うコースを相談してみて☆同フロアには女性専用
治療室もあるので、あんま・はりで疲れを癒すこと
もできます。エステ、あんまは妊婦さんでも大丈夫
です♫

　小さな子どもと一緒でも気兼ねなくゆったりと鑑賞
できるよう、毎週木曜の午前中に「かぞくの時間」（こど
もと一緒の鑑賞優先時間）が設けられています。お子さ
まがおしゃべりしても大丈夫。美術館でのひとときを
お楽しみください☆授乳室・ベビーカーの貸出しもあ
ります。館内は寒く感じられることもあるので上着も
忘れずに♪

こっころ
サービス
こっころ
サービス

こっころ
サービス
こっころ
サービス

　お客様との「つながり」を大切に、「一人一人
の個性に合うヘアスタイルとくつろげる空間を
ご提供」という店長の思いで始められたお店。小
学生以下は1,000円でカットしてもらえるので
とってもリーズナブル☆幅広い年齢層にも人気
があります。

　広い馬場をぐるりと一周して乗馬をたっぷりと楽しめま
す。幼児はだっこして、小学生は一人乗りをどうぞ。親子で一
緒に馬とふれあったり思い出の写真を撮ったりして楽しい
時間になること間違いなし！雨が降っても安心で、広いイン
ドアアリーナで乗馬を楽しめます。にんじんのえさやり体験
も♪パークの入場は無料です。

こっころ
サービス
こっころ
サービス

こっころ
サービス
こっころ
サービス

　お店の名前「アンソレイユ」はフランス語で「陽
だまり」という意味。ゆったりとした時間が流れ
る癒しの空間です♪七五三の着付けもＯＫ☆子
ども用のＤＶＤ、本が用意されていますので子ど
もと一緒でも安心です。

　フルデジタル上映の映画館。山陰最大「10スクリー
ン」のエンターテインメントコンプレックス！
　メインロビーには『キッズルーム』があるので、待ち
時間にぐずり出しても大丈夫。転んだって安心のクッ
ションフロアになっています☆また、お子様用＆多目
的トイレ、おむつ替えスペース、授乳室も完備。子育て
家庭にやさしい映画館で映画をお楽しみください。

こっころ
サービス
こっころ
サービス

こっころ
サービス
こっころ
サービス

見る・遊ぶ

日帰り温泉：100円引き
宿泊：子どもにソフトドリンク提供

こっころ
サービス
こっころ
サービス

１日１組限定ハッピーデザート
盛り合わせ
（グループでの利用は不可）

　館内は全面畳敷きなので、ハイハイの赤ちゃん
やよちよち歩きの子どもにも安心。旅行の荷物が
少なくてすむよう、調乳ポットやクーファン、お
もちゃなどを貸し出ししてくれる心遣いも☆　
　ベビー布団や浴衣の準備や壊れやすい物をあ
らかじめ片づけておいてもらえるので気軽に相
談してみて♪

こっころ
サービス
こっころ
サービス

泊まる 泊まる



市町村名 交付窓口 住　　所 電話番号

松 江 市 松江市役所 健康福祉部保健福祉課 松江市末次町86 0852-55-5302

松江市役所 保健センター
（保健福祉総合センター）

松江市乃白町32-2 0852-60-8158

松江市役所 鹿島支所 市民生活課 松江市鹿島町佐陀本郷640-1 0852-55-5706

松江市役所 島根支所 市民生活課 松江市島根町加賀1175-1 0852-55-5726

松江市役所 美保関支所 市民生活課 松江市美保関町下宇部尾61-2 0852-55-5746

松江市役所 八雲支所 市民生活課 松江市八雲町西岩坂316 0852-55-5766

松江市役所 玉湯支所 市民生活課 松江市玉湯町湯町1793 0852-55-5786

松江市役所 宍道支所 市民生活課 松江市宍道町昭和1 0852-55-5806

松江市役所 宍道支所 来待出張所
（宍道健康センター）

松江市宍道町上来待213-1 0852-55-5811

松江市役所 八束支所 市民生活課 松江市八束町波入2060 0852-55-5826

松江市役所 東出雲支所 市民生活課 松江市東出雲町揖屋1142 0852-55-5844 

まつえ市民サービスコーナー
（テルサ別館）

松江市朝日町478-18 0852-28-4188

浜 田 市 浜田市役所 子育て支援課 浜田市殿町1 0855-25-9331

浜田市子育て支援センター「すくすく」浜田市松原町235-1 0855-22-1253

浜田市役所 金城支所 市民福祉課 浜田市金城町下来原171 0855-42-1235

浜田市役所 旭支所 市民福祉課 浜田市旭町今市637 0855-45-1435

浜田市役所 弥栄支所 市民福祉課 浜田市弥栄町長安本郷542-1 0855-48-2656

浜田市役所 三隅支所 市民福祉課 浜田市三隅町三隅1434 0855-32-2806

出 雲 市 出雲市役所 子育て支援課 出雲市今市町70 0853-21-6963

出雲市役所 平田支所 市民福祉課 出雲市平田町951-1 0853-63-5567

出雲市役所 佐田支所 市民サービス課 出雲市佐田町反辺1747-6 0853-84-0115

出雲市役所 多伎支所 市民サービス課 出雲市多伎町小田74-1 0853-86-3116

出雲市役所 湖陵支所 市民サービス課 出雲市湖陵町二部1320 0853-43-1214

出雲市役所 大社支所 市民サービス課
（燦プラザたいしゃ内）

出雲市大社町杵築南1395 0853-53-3116

まめなが一番館 出雲市斐川町上庄原1760-1 0853-73-7375 

出雲市役所 斐川支所 健康福祉課 出雲市斐川町荘原2172 0853-73-9111 

益 田 市 益田市立保健センター 子育て支援課 益田市駅前町17-1 0856-31-0243

益田市役所 美都総合支所 住民福祉課 益田市美都町都茂1803-1 0856-52-2312

益田市役所 匹見総合支所 住民福祉課 益田市匹見町匹見ｲ1260 0856-56-0302

大 田 市 大田市役所 子育て支援課 大田市大田町大田ﾛ1111 0854-83-8147

大田市役所 温泉津支所 市民生活課 大田市温泉津町小浜イ486 0855-65-3112

大田市役所 仁摩支所 市民生活課 大田市仁摩町仁万562-3 0854-88-2113

安 来 市 安来市立広瀬保健センター 安来市広瀬町広瀬1930-1 0854-23-3227

安来市役所 安来庁舎 市民課 安来市安来町878-2 0854-23-3089

安来市役所 広瀬庁舎 広瀬地域センター 安来市広瀬町広瀬703 0854-23-3203

安来市役所 伯太庁舎 伯太地域センター 安来市伯太町東母里580 0854-23-3302

市町村名 交付窓口 住　　所 電話番号

江 津 市 江津市役所 子育て支援課 江津市江津町1525 0855-52-2501

江津市役所 桜江支所 江津市桜江町川戸11-1 0855-92-1211

雲 南 市 雲南市役所 子育て支援課 雲南市木次町木次1013-1 0854-40-1044

大東総合センター 保健福祉課 雲南市大東町大東１673-1 0854-43-6142

加茂総合センター 保健福祉課 雲南市加茂町加茂中972-5 0854-49-8612

木次総合センター 保健福祉課 雲南市木次町新市379 0854-40-1083

三刀屋総合センター 保健福祉課 雲南市三刀屋町三刀屋944 0854-45-9501

吉田総合センター 保健福祉課 雲南市吉田町吉田1066 0854-74-0215

掛合総合センター 保健福祉課 雲南市掛合町掛合1262-1 0854-62-0056

奥出雲町 奥出雲町役場 仁多庁舎町民課 奥出雲町三成358-1 0854-54-2510

奥出雲町役場 横田庁舎子育て支援課 奥出雲町横田1037 0854-52-2206

飯 南 町 飯南町役場 住民課 赤名庁舎窓口 飯南町下赤名890 0854-76-2213

飯南町役場 住民課 頓原庁舎窓口 飯南町頓原2319 0854-72-0311

飯南町役場 来島支所 飯南町野萱311-6 0854-76-2393

飯南町役場 志々支所 飯南町八神117-1 0854-73-0001

川 本 町 川本町役場 健康福祉課 川本町大字川本545-1 0855-72-0633

美 郷 町 美郷町役場 住民福祉課 美郷町粕渕168 0855-75-1213

美郷町役場 大和事務所 美郷町都賀本郷163 0855-82-3121

邑 南 町 邑南町役場 福祉課 邑南町矢上6000 0855-95-1115

邑南町役場 瑞穂支所 窓口業務部 邑南町淀原153-1 0855-83-1121

邑南町役場 羽須美支所 窓口業務部 邑南町下口羽484-1 0855-87-0223

津和野町 津和野町役場 津和野庁舎 健康福祉課 津和野町後田ﾛ64-6 0856-72-0673

津和野町役場 本庁舎 総合窓口 津和野町日原54-25 0856-74-0059

吉 賀 町 吉賀町役場 保健福祉課 吉賀町六日市750 0856-77-1165

吉賀町役場 柿木地域振興室 吉賀町柿木村柿木500-1 0856-79-2211

海 士 町 海士町役場 健康福祉課 海士町大字海士1490 08514-2-1823

西ノ島町 西ノ島町役場 健康福祉課 西ノ島町大字浦郷534 08514-6-0104

知 夫 村 知夫村役場 村民福祉課 知夫村1065 08514-8-2211

隠岐の島町 隠岐の島町役場 福祉課 隠岐の島町城北町1 08512-2-8577

隠岐の島町役場 布施支所 隠岐の島町布施218-24 08512-7-4311

隠岐の島町役場 五箇支所 隠岐の島町北方901-1 08512-5-2211

隠岐の島町役場 都万支所 隠岐の島町都万2018 08512-6-2311

隠岐の島町役場 中出張所 隠岐の島町中村森ノ四1541-4 08512-4-0002

●こっころパスポート交付窓口一覧表

“こっころパスポート”の更新手続きはもう、お済みですか？
　現在、18 歳までの子どものいるご家庭にお使いいただいている
“ こっころパスポート ” の有効期限は平成 26 年 3 月 31日となってい
ます。お早めにお住まいの市町村の交付窓口で更新手続きをお願い
します。手続きの際には、現在お持ちの子育て家庭用パスポートが
必要となりますので、お忘れのないように持参してください。

●対象者………

●窓　口………

●手続き………

●新有効期限…

●問い合わせ先

現在、子育て家庭用パスポートをお持ちで、年
齢が一番下のお子様（末子）が平成８年４月２
日以降に生まれているご家庭
パスポートはひとつの家庭に１枚のみ交付します。

お住まいの市町村のこっころパスポート交付窓口
本所以外にも支所などでも更新手続きが可能です。詳細
は下記、交付窓口一覧をご覧ください。

こっころパスポート更新申請書（交付窓口で
準備しています）へ記入し、現在お持ちのパ
スポートを添えて提出してください。
２～３月は交付窓口が大変混み合い、長時間お待ちい
ただくことになりますので、お早めに更新手続きをお
願いします。

お子様（末子）が 18 歳となる年度の３月末まで
島根県少子化対策推進室（0852-22-6475）
またはお住まいの市町村の交付窓口

お知らせ 今回、更新対象となる
子育て家庭用パスポート



ご協力ありがとうございました

アンケートにご協力ください
2013．10　Vol.4

Q1. 今回良かったもの、参考になったものは？（2つまで○）

Q2. 今後特集で取り上げてほしい内容は？

Q3.

お 名 前：

性 　 別：　男　・　女　　　　　　　年　齢：　　　　歳

住 　 所：　

電話番号：

布バッグの色（希望の色を選んでください）
（ 黒・紺・ターコイズ・黄緑・黄・オレンジ・赤・きなり ）

〒

◆　KO to HITOの感想などお寄せください
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応募先・問い合わせ先

http://www.pref.shimane.lg.jp/shoshika/ 島根　少子化Web 検索

KO to HITO（コトヒト）vol.５　表紙写真募集！　

読者プレゼント＆アンケート

切り取り

切り取り

抽選で10名様に「こっころオリジナル布バッグ」プ
レゼント！
当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせてい
ただきます。
いただいた個人情報は適正に管理し、目的外の利用
はいたしません。

〒690-8501　松江市殿町１島根県少子化対策推進室
 TEL：0852-22-6475　FAX：0852-22-6045
 Mail：shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp

子育てに関する情報は、少子化Webサイトからget！
　●イベント情報
　●子育て支援センター、子育てサロンの行事予定
　●こっころ協賛店

左記の事項を記入し、郵便又は
FAX、メールでお送り下さい。　
〆切り：平成26年1月31日（金）

よく利用する、又はおすすめのこっころ協賛店と
その理由、エピソードなどを記入してください

理由・エピソードなど
【店名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　

ア.　特集（おすすめの絵本）　イ.　こっころ協賛店
ウ.　読者からの投稿　　　　エ.　お知らせ
オ.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

■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.4 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。
　写真は返却しませんのでご了承ください。

■応募締め切り
　平成 2６年１月 31 日（金）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。
■宛先
　〒690-8501　松江市殿町 1
　島根県少子化対策推進室　
　メール：shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp 

〒690-8501

　松江市殿町 1
　　島根県少子化対策推進室

Vol.4 (2013．10)

平成26年
3月発行

予定

Photo

10 名様に
プレゼント！

こっころを持って「こっころ協賛店」へ行こう!!

実施中

１．住所（アパート名まで）〒　　　　　　　
２．氏名（ふりがな）
３．電話番号
４．こっころパスポートの番号
５．利用した店名（３店）
６．ダブルプレゼントの希望
　　ミニバッグ  ・  クリアファイル＆一筆箋  ・  ミニタオル  ・  ことのは大賞作品集
７．その他　こっころ協賛店でのエピソードやご意見等があればお書きください。

切
り
取
り
線

切
り
取
り
線

応募先：〒 690-8501　松江市殿町１番地　島根県少子化対策推進室
※何回でも応募できます。（まとめて送ってもOK）　必要な額の切手をお貼りください。

応募用紙は「島根少子化Webサイト」から印刷できます。

応募期限はＨ2
6年２月末

合計100名様に
当たります！

こっころ協賛店を利用した際のレシートを３枚集めて送ってください。
抽選で図書カード1,000円分が20名様に当たります。また、はずれた方の中から抽選で80名様にこっころグッズをプレゼント。

応募方法　「応募用紙」または「お手持ちの紙」に次の必要事項を記入し、レシート３枚を貼り付けて送ってください。


