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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

鈴鹿市子育て応援ブック

2016年12月08日 091
8RF201H0A 062

アサヒグローバル株式会社 初校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印

鈴鹿市子育て応援ブック 059－227－2807

8410116_h.indd   1 17/03/24   10:15
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　この『すずっこナビ』は，鈴鹿市と株式会社ゼンリンが官民協働事業として制作しています。広告協賛していただきました企業・
店舗・事業者の皆さまのご協力により作成され，これから鈴鹿市で子育てをされる方に配布しています。

※掲載内容は，平成 29 年 4月 1日現在です。
　その後，制度改正などにより内容が変わることがあります。

も く じ

　『鈴鹿市子育て応援ブック　すずっこナビ』は，

これから子育てをする方や現在子育て中の方の情報

誌として，鈴鹿市の子育てに関するさまざまなサー

ビスなどを紹介しています。

　子育てについて困ったことや知りたいことがある

ときは，この『すずっこナビ』をご利用ください。

鈴鹿市では，これからも安心と喜びをもって子育て

ができるようなまちを目指し新しい情報を発信して

いきます。
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H60mm×W185mm
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

059－227－2807

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

002
055

株式会社フラット　ピタットハウス 御中 2校原稿

鈴鹿市子育て応援ブック

鈴鹿市子育て応援ブック

2016年2月2日
8RF201H0A

本店：〒515－8530 三重県松阪市京町510番地

※ LIＮEは、LIＮE株式会社の商標または登録商標です。

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

鈴鹿市子育て応援ブック

2016年10月13日 001
8RF201H0A 054

株式会社第三銀行 初校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印

鈴鹿市子育て応援ブック 059－227－2807

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

鈴鹿市子育て応援ブック

2017年1月23日 090
8RF201H0A 064

株式会社第一不動産販売 2校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印

鈴鹿市子育て応援ブック 059－227－2807
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本店：〒515－8530 三重県松阪市京町510番地

※ LIＮEは、LIＮE株式会社の商標または登録商標です。

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

鈴鹿市子育て応援ブック

2016年10月13日 001
8RF201H0A 054

株式会社第三銀行 初校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印

鈴鹿市子育て応援ブック 059－227－2807

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

鈴鹿市子育て応援ブック

2017年1月23日 090
8RF201H0A 064

株式会社第一不動産販売 2校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印

鈴鹿市子育て応援ブック 059－227－2807
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SUZUKA CITY

3

H60mm×W90mm H60mm×W90mm
5 6

赤ちゃんの
成長・発達 妊娠前

妊娠期 出産 新生児期 生後３～４か月頃 生後９～10か月頃 １歳６か月頃 ３歳頃 ５～６歳頃
妊娠おめでとう こんにちは赤ちゃん ねんね中心の時期 首がすわってきます ハイハイができる頃 １人歩きできる頃 お話が上手になる頃 就学前

届出・手当・
助成

特定不妊治療
助成

　　　　　　　　P.4参照
　

健康診査等

　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

訪問・相談

教室

　　　　　　　　　　　　　　　
（プレパパママコース）
（マタニティクッキングコース）

　　　　　　　

（離乳食コース）

　　　　　　　　　　　
　　　

（むし歯予防コース乳児）
　

（むし歯予防コース幼児） （親子クッキング教室）

お出かけ

4か月児健康診査・10か月児健康診査は県内
医療機関で予約して受けましょう。
公費助成で健康診査を受けることができます。
母子保健のしおりを忘れずに！

1歳6か月児健康診査・３歳児健康診査は
保健センターでの集団健診になります。
対象者には個別通知でお知らせします。

10か月児健康診査４か月児健康診査 １歳6か月児健康診査 ３歳児健康診査 集団適応健診

児童手当・子ども医療費助成　P.5参照

おでかけ情報　P.26～参照

定期予防接種予診票交付，転入・紛失時は　　随時交付　　P.7参照

妊娠・子どもに関する相談・育児相談・訪問　　Ｐ.5・36・37参照

すくすくファミリー教室　　　　P.7参照

定期予防接種（県内医療機関で接種できます。）　	鈴鹿市の定期予防接種予診票を忘れずに！　Ｐ.7参照

P.7参照 P.7参照

こんにちは　　赤ちゃん訪問

つどいの広場，園庭開放，　　公民館の講座等

産後ケア事業

育
児
カ
レ
ン
ダ
ー
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育児カレンダー
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H60mm×W90mm H60mm×W90mm
3 4

赤ちゃんの
成長・発達 妊娠前

妊娠期 出産 新生児期 生後３～４か月頃 生後９～10か月頃 １歳６か月頃 ３歳頃 ５～６歳頃
妊娠おめでとう こんにちは赤ちゃん ねんね中心の時期 首がすわってきます ハイハイができる頃 １人歩きできる頃 お話が上手になる頃 就学前

届出・手当・
助成

特定不妊治療
助成

　　　　　　　　P.4参照
　

健康診査等

　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

訪問・相談

教室

　　　　　　　　　　　　　　　
（プレパパママコース）
（マタニティクッキングコース）

　　　　　　　

（離乳食コース）

　　　　　　　　　　　
　　　

（むし歯予防コース乳児）
　

（むし歯予防コース幼児） （親子クッキング教室）

お出かけ

健康づくり課（保健センター内）で行われている事業

母子保健のしおりを使って，
妊婦健診を受けましょう。
県外からの転入は交換が必要です。
県内からの転入でも，交換が必要な場
合もあります。

妊娠届
母子健康手帳交付
母子保健のしおり交付

妊婦一般健康診査
（14回）
（県外受診助成）P.4参照

父子手帳（希望者）

出産育児一時金

児童手当・子ども医療費助成　P.5参照

おでかけ情報　P.26～参照

出生届 定期予防接種予診票交付，転入・紛失時は　　随時交付　　P.7参照→

妊娠・子どもに関する相談・育児相談・訪問　　Ｐ.5・36・37参照

出産前後小児保健指導事業　P.4参照

すくすくファミリー教室　　　　P.7参照

新生児訪問（希望者）

低体重児出生届

未熟児訪問

P.5参照 こんにちは　　赤ちゃん訪問

すくすくファミリー教室 P.4参照

つどいの広場，園庭開放，　　公民館の講座等

産後2週間健康診査

産後1か月健康診査

産後ケア事業

育
児
カ
レ
ン
ダ
ー
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ヨシケイ人気No.1メニュー

その日に必要な材料を毎日お届け！！
好きな大きさにカットして調理ができ、
あっという間にできあがり！！

2品構成 毎週統一
応援価格

調理時間
約 分30

ヨシケイ
アプリ

スマートフォンで毎週の
メニューブックをご覧になれます！
きょうの離乳食の作り方も、
アプリでチェック！

 Androidはこちら

ダウンロード
GooglePlayから

iPhone iPadはこちら

ダウンロード
App Storeから

いますぐ無料ダウンロード

まずは、お気軽にお電話ください。
資料を見るだけでもOK！
詳しくは、ホームページをご覧ください。

玄関先まで、ヨシケイスタッフが
毎日お届け（土・日除く）

はじめての子育てで不安なママのために
子育てママへの応援メニュー
専属栄養士が１週間の栄養バランスを考えながら
作っています。

赤ちゃんの成長・発達に合わせて
離乳食のレシピをお渡ししております。

ヨシケイ三重 鈴鹿事業部 0120-07-0593
鈴鹿市阿古曽町8番地43号 ［定休日］土・日［お申し込み・お問合せ］ お電話での受付：月～金9：00～18：00（18：00以降は留守番電話またはFAXにて24時間受付中）

津 事 業 部 TEL0120-08-3510
四日市本社 TEL0120-07-0593FAX 059-334-7003

ヨシケイ 検 索

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

059－227－2807

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

003
068

ヨシケイ三重 御中 2校原稿

鈴鹿市子育て応援ブック

鈴鹿市子育て応援ブック

2016年12月28日
8RF201H0A

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

059－227－2807

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

005
067

株式会社鈴鹿メディアパーク 御中 3校原稿

鈴鹿市子育て応援ブック

鈴鹿市子育て応援ブック

2017年2月13日
8RF201H0A
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出生届を出しましょう
　出生届はお子さんの誕生日を含めて14日以内に戸籍住民課または各地区市民センターに提出してください。

	 【必要なもの】届出書1通（届出書についている出生証明書に医師による証明が必要です。）

	 届出人の印鑑　母子健康手帳　国民健康保険証（父または母が加入している場合）

健康保険の届出
　親が国民健康保険に加入している場合，赤ちゃんも国民健康保険に加入する手続きを行ってください。社会保険に加入している方

は勤め先で手続きを行ってください。

児童手当の申請
　児童手当は中学校修了前の児童（15歳に到達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童）を養育している父母等に支

給されます。公務員の方は勤務先で申請してください。

子ども医療費受給資格者証の申請
　中学校修了前の児童（15歳に到達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童）の保険診療の自己負担を助成するた

めの申請です。受給資格者証の交付を受けないと，医療費の助成を受けられません（ただし，所得制限があります。）。

養育医療給付の申請
　出生時体重2,000ｇ以下または生活力が特に薄弱な未熟児であるため医師が入院養育を必要と認めた場合，必要な医療費が給

付されます（指定養育医療機関に限ります。世帯の所得に応じて自己負担額が発生します。）。

赤ちゃんが生まれたら
　 問い合わせ先 　戸籍住民課　TEL：382-9013

　 問い合わせ先 　保険年金課　TEL：382-7605

　 問い合わせ先 　子ども政策課　TEL：382-7661

　 問い合わせ先 　保険年金課　TEL：382-7605

　 問い合わせ先 　健康づくり課（保健センター内）　TEL：382-2252

■赤ちゃんの訪問

新生児訪問（希望者予約制） こんにちは赤ちゃん訪問 未熟児訪問

対象 生後28日以内の新生児のいる家庭 生後4か月までの乳児のいる家庭
出生時の体重が2,500g未満の乳児
のいる家庭

内容
産婦の健康管理・母乳相談・新生児
の育児に関する相談等

母子保健サービス・子育て事業の紹
介・子育て情報の提供等

赤ちゃんの発育や病気の予防，子育て
に関する相談等

訪問員 助産師 訪問員（主任児童委員等） 保健師等

訪問先 ご自宅や里帰り先等（市内に限ります。）

申し込み

方法
健康づくり課へ電話

対象の家庭には訪問月の前月に健康
づくり課から黄色のハガキを郵送

低体重児出生届を提出すると健康づく
り課から保護者の方へ連絡します。

　 問い合わせ先 　健康づくり課（保健センター内）　TEL： 382-2252　　FAX：382-4187

■育児相談

名称 内容 対象 場所 開催日

すくすく広場
身体計測，保健師による育児相談，栄養士による栄養
相談，助産師によるおっぱい相談

乳幼児と
保護者

保健センター
【MAP2	B-3】

『広報すずか』で案内。
予約不要です。

■電話相談
　妊婦，産婦，乳幼児の育児や健康に関する相談を電話でお受けします。TEL：382-2252

　日時：月曜日から金曜日の８：30～17：15（日曜日，祝日，年末年始を除く。）

赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
ら
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　妊娠がわかったら，妊娠届出をし，「母子健康手帳」と「母子保健のしおり」の交付を受けてください。

交付場所：健康づくり課

持ち物：妊娠届出書（医療機関でもらう。），妊娠中の方のマイナンバーが確認できる書類（通知カードなど）

　　　　届出者（代理人でも可）の本人確認ができる書類（運転免許証など）

　母子健康手帳の使い方，母子保健事業について，保健師等が説明します。また必要とされる方については，

相談をお受けします。

※鈴鹿市から転出する場合，母子保健のしおりの使用については転入先の市町村におたずねください。

妊娠がわかったら

■すくすくファミリー教室

名称 対象 内容 開催日・場所

プレパパママ

コース

妊娠５～8か月の方とその夫で，

（お１人での参加も可能です。）

今回の妊娠で初参加の方

助産師による赤ちゃんの抱き方・おむつの替え方・着替え

の仕方等の体験学習，保健師による母子保健制度の紹介

『広報すずか』で案内。

場所は全て保健センターです。

（要電話予約）

【MAP2	B-3】
マタニティ

クッキングコース

状態の安定している妊婦で，

今回の妊娠で初参加の方
栄養士の妊娠中・産後の食事に関する講話，調理実習

妊娠届出・母子健康手帳 問い合わせ先 　健康づくり課（保健センター内）　TEL ：382-2252　FAX：382-4187

妊婦一般健康診査
対象者：妊娠中で「母子健康手帳」と「母子保健のしおり」を受け取られている方

回　数：妊娠届出後，妊娠期間中に14回まで

受診場所および費用	 ●三重県内の協力産科医療機関等（助産所を含む。）

	 	 	 　母子保健のしおり「妊婦一般健康診査結果票」にある検査項目内の実施分は自己負担なし

	 	 	 ●三重県外の医療機関等（助産所を含む。）（県外受診助成）

	 	 	 　医療機関等の窓口で，いったん全額自己負担をしてください。

	 	 	 　受診から１年以内に健康づくり課で申請を行うことで助成が受けられます。　

	 	 	 　※助成金額には上限があります。　

	 	 	 　※詳しくは健康づくり課母子保健グループにお問い合わせください。

※妊婦歯科健康診査：体調が比較的安定している妊娠5か月～7か月頃に歯科医に相談しましょう。

出産前後小児保健指導事業
対象者：妊娠28週から産後56日までの妊産婦

内　容：鈴鹿市内の小児科医による子育ての相談（赤ちゃんの出産の準備，赤ちゃんの病気や育児不安など）

方　法：希望する場合は市内の産婦人科にご相談ください。

費　用：無料

その他：産後56日（産後16週）以内で県内の産婦人科・小児科であれば同様の相談ができます。

　　　		詳しくは三重県医師会ホームページ「みえ出産前後からの親子支援事業」をご覧ください。

妊
娠
が
わ
か
っ
た
ら
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

059－227－2807

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

007
057

㈱サカタ 御中 初校原稿

鈴鹿市子育て応援ブック

鈴鹿市子育て応援ブック

2017年1月11日
8RF201H0A

お子様も楽しいイベント
あります！

家族のちょっとしたお出かけとしてもオ
ススメ！

毎月
第１日曜日開催

イエスタ！スズカショールーム
カーナビをご利用の方は下記をご入力下さい。
鈴鹿市住吉３丁目３２-１

宅地建物取引業 国土交通大臣（2）第742 9号

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

059－227－2807

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

009
059

やまぜんホームズ 御中 初校原稿

鈴鹿市子育て応援ブック

鈴鹿市子育て応援ブック

2016年12月02日
8RF201H0A
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子
ど
も
の
健
康

予防接種
　乳幼児～小中学生の定期予防接種に必要な予診票は，出生届時に交付します。全て個別接種になりますので，かかりつけ医と相

談しながら接種をすすめましょう。また，転入，紛失時は再交付しますので，母子健康手帳等接種記録のわかるもの，在留カード（外

国籍の方）をお持ちになって，健康づくり課までお越しください。予防接種についてご不明な点は，健康づくり課までお問い合わせ

ください。

●鈴鹿市ホームページ「予防接種」

http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/index3.html

乳幼児健診 問い合わせ先 　健康づくり課（保健センター内）　TEL：382-2252　　FAX：382-4187

■健診　※県外または四日市市から転入の方は，『母子保健のしおり（鈴鹿市）』の交付を受けてください。

乳幼児健康診査 内容・時期 場所

乳児一般健康診査／
4か月児・10か月児

「母子保健のしおり」の中の健診票を使って医療機関で予約
して受診しましょう。（公費負担）

県内の委託医療機関
（個別通知はありません。）

1歳6か月児健康診査 1歳6か月を過ぎてからの健康診査です。 保健センター
※個別通知にて案内します。3歳児健康診査 3歳6か月頃の健康診査です。

■すくすくファミリー教室

名称 対象 内容 開催日・場所

離乳食コース 4～6か月児と保護者
栄養士による離乳食に関する講話，試
食，栄養相談を行います。

『広報すずか』で案内。
場所は全て
保健センターです。
（要電話予約）
【MAP2	B-3】

むし歯予防コース 乳幼児とその保護者
歯科衛生士による虫歯予防の講話や保
育士による遊び，ブラッシング方法等

親子クッキングコース
4歳以上の就学前の子どもと
その保護者

親子で手作りクッキング体験をします。

子どもの健康

かかりつけ医を持ちましょう
　かかりつけ医は，病気のときだけでなく日頃から健康について一番身近に相談に応じていただけます。

　「いつもと様子が違うなぁ…なんだか心配だなぁ…」など，体調が悪いときや心配なことがあるときは，早めに診療時間内に受診し

ましょう。入院や精密検査が必要な場合は，適切な病院を紹介していただけます。

　鈴鹿市ホームページ「家庭でできる応急手当があります」も参考にしましょう。

　　　　　　
お薬手帳を上手に利用しましょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　お薬手帳はお薬を服用しているかなど「お薬に関係するあなたの大切な情報」について，記録しておく手帳のことをいいます。	

　あなたに処方されたお薬の名前・飲む量・回数などの記録（薬歴）を記載し，残すための手帳です。	この記録がありますと，医師・

歯科医師・薬剤師などが，どのようなお薬をどのくらいの期間使っているかなどが確認できます。	

　また，他の医療機関などでお薬の処方を受けるときにも，医師・歯科医師・薬剤師などにお薬手帳を提出することで，同じ作用の

お薬が重なっていないか，また飲み合わせ（相互作用）等に問題がないかの確認も行っていただけます。お薬手帳は，複数持たず

に１冊で管理しましょう!
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　出産という大仕事を終えたお母さんは，からだに疲れがたまり，抵抗力も落ちています。それに加えて，からだと心の急激な変化，

慣れない育児のストレスも重なって，お母さんにとってはとても大変な時期です。１人だけで頑張らず，周囲をうまく巻き込んで，で

きるだけからだを休める時間を作って乗り切りましょう。鈴鹿市では，産後2週間・産後1か月健康診査の費用助成をしています。

悩みがあるときは……
　つらい，悲しい，不安だと感じるときは，夫や実家の両親，きょうだい，友人など身近な人に話を聞いてもらいましょう。

そうすることで気持ちが少し楽になります。また心の不調を，医師やカウンセラーに相談することは恥ずかしいことではありま

せん。まずは相談することが大切です。

産後のからだと心の健康

産
後
の
か
ら
だ
と
心
の
健
康
／
赤
ち
ゃ
ん
が
泣
き
や
ま
な
い
と
き
は
？

　　　　夜間まとまった睡眠をとれず，どうしても睡眠不足になります。

できれば赤ちゃんと一緒に短時間の睡眠をとるなどしてからだを休めましょう。

産後はどうしても赤ちゃんだけに気持ちが向かいがちです。自分へのケアも大事にしましょう。

　　　　マタニティブルーズ　待望の赤ちゃんが生まれてうれしいはずなのに，突然悲しい気持ちになったり，訳もなく涙が

出たり不安で眠れなくなったり，やる気が起こらなかったりということがありますが，ほとんどの方は産後10日～2週間もす

れば自然に治るものです。

　産後うつ　産後うつは，出産後2～3週間から3か月くらいまでの間に発症し，治療が必要になることもあります。

早めに治療を開始すれば，改善も早くなるので，産院などで相談してみましょう。今の自分の努力を認めてあげることも大切です。

赤ちゃんが泣きやまないときは？
まず，確認 	赤ちゃんが欲しがっていると思うものは？　ミルクをあげる・おむつ交換・抱っこ・暑がっていないか

など思いつくものを確かめてみましょう。

次に， 	赤ちゃんがお腹にいたときの状態を思い出させてあげましょう。おくるみで包んであげたり。胎内にいた

ときの血管の音に近い「シー」という音を聞かせてあげたり。ビニールをくしゃくしゃさせた時に出る音を聞かせたり，掃除機の音

を聞かせるなど…。その他にドライブに行くなど心地よい振動で泣きやむこともあります。いろいろ試してみましょう。

　また高熱が出ていたり，心配であれば，医療機関を受診しましょう。

　　　　注意！
　～赤ちゃんは泣くのが仕事です。泣いて当たり前です。誰が悪いわけでもないのです。
　　泣かれてイライラしても当然のことです。～

赤ちゃんを激しく揺さぶらないでください。無理に泣きやませようと激しく揺さぶらないで。
泣き声が周囲に聴こえないようにと赤ちゃんの口をふさがないで。

厚生労働省「赤ちゃんがなきやまない」引用

からだ

こころ

いろいろ試しても泣き止まない 	このような時は，赤ちゃんを安全な所に寝かせて，まず自分がリラックスしましょう。少ししたら，戻っ

て赤ちゃんの様子を確認しましょう。
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前川小児科医院 中旭が丘3-11-1 387-3988

前田医院 下大久保町2669-1 374-1200

ますずがわ神経内科クリニック 飯野寺家町	817-3 369-0001

松岡ハートクリニック 若松北2-3-1 385-1056

松尾内科クリニック 平田新町	2-2 378-8600

まつだクリニック 大池1-2-6 378-0456

松本クリニック 南若松町	245 388-4000

三重膠原病リウマチ痛風クリニック 白子町	3707-1 380-0220

三重心身クリニック 道伯町字筧田	2064-1 375-1100

みえスマイル眼科 柳町字森	1664-1 369-2323

水口内科クリニック 北江島町	15-21 387-0851

みその内科クリニック 御薗町	5328-1 372-8778

みのうらレディースクリニック 磯山3-9-17 380-0018

宮崎産婦人科 平田2-1-8 378-8811
むらしま整形外科・
リハビリテーション科

柳町1658-1 381-1199

村瀬クリニック 稲生塩屋3-3-23 388-3700

村田整形外科 弓削町字神田1160-2 381-3322

森下クリニック 阿古曽町	21-7 378-1331

森耳鼻咽喉科 飯野寺家町	830 382-0548

森本メンタルクリニック 西条7-23 381-0808

八木医院 東玉垣町2483-1 383-1661

やばせクリニック 神戸3-17-30 384-3910

山口眼科 南江島町4-15 386-1611

山下内科・外科 桜島町4-3-5 382-5007

山本胃腸科 岸岡町	16-7 387-2090

湯浅整形外科 神戸1-2-18 383-1338

吉野クリニック 住吉1-23-11 370-0008

（病院）

医療機関名 所在地 ＴＥＬ

国立病院機構　鈴鹿病院 加佐登3-2-1 378-1321

鈴鹿回生病院 国府町字保子里	112-1 375-1212

鈴鹿厚生病院 岸岡町	589-2 382-1401

鈴鹿さくら病院 中冨田町	518 378-7107

鈴鹿中央総合病院 安塚町山之花	1275-53 382-1311

塩川病院 平田1-3-7 378-1417

白子ウィメンズホスピタル 南江島町	9-15 388-2221

高木病院 高岡町	550 382-1385

村瀬病院 神戸3-12-10 382-0330

せと整形外科 道伯町	2065-5 375-0225

滝川眼科 神戸1-8-11 382-0758

竹島医院 神戸2-21-15 381-1500

玉田内科循環器内科 西条1-17-15 381-0011

知念外科内科 稲生町	7991-91 387-5611
中京サテライト
クリニック三重支部

庄野町字久保866 373-4875

椿診療所 山本町字中辻747-11 371-3511

とうかい整形外科すずか 東旭が丘1-6-21 368-0055

とくりき耳鼻咽喉科医院 平田東町	2-7 378-4131

道伯町林医院 阿古曽町	26-18 379-3868

冨田内科 白子駅前	12-25 386-7768

留奥内科 南江島町	23-1 387-0070

永井外科内科 神戸8-27-35 382-0576

中尾医院 三宅町	2115 372-0043

中沢内科 長太旭町3-6-33 385-0337

長瀬内科 白子町	70-1 386-5121

中谷医院 道伯3-21-13 379-2220

中野整形外科 神戸3-5-11 382-6110

中村医院 稲生4-15-35 386-6911

新田外科内科 磯山3-13-20 386-0137

野町どい眼科 野町東1-11-10 380-5006

ハートフルクリニック北井内科 安塚町	1651-3 381-0600

萩原内科胃腸科 神戸1-11-2 383-0011

白鳳クリニック 庄野町	2550 378-2311

服部医院 岸岡町	3385-1 388-1682

花木内科クリニック 高塚町	213-28 370-6663

浜口耳鼻咽喉科 白子4-13-19 387-6789

浜口整形外科 白子3-14-5 386-6211

羽山クリニック 庄野羽山2-6-3 378-3113

はる整形外科クリニック 野村町	200-1 380-1200

ばん小児科 石薬師町	358 374-0020

樋口胃腸科・内科クリニック 白子町	59 386-2012

ひまわり皮フ科 矢橋1-4-12 381-0333

平井医院 算所5-3-3 378-1054

ひらいファミリークリニック 庄野東3-1-30 375-2266

ひらぬま内科クリニック 柳町字森	1657-1 381-3535

ひろせ胃腸科外科 飯野寺家町	235-4 383-3993

別府内科クリニック 東磯山3-19-25 386-1117

ほりさわ眼科 庄野町	904-2 370-2800

子
ど
も
の
健
康

医療機関名 所在地 ＴＥＬ 医療機関名 所在地 ＴＥＬ

鈴鹿市すずっこナビ記事.indd   9 2017/02/12   14:04

8

くまざわクリニック 東庄内町	3882 371-6990

くまざわ整形外科 算所5-15-5 378-7701

黒田クリニック 平田東町	13-26 375-2600

小寺内科循環器科 西条町	910-1 382-2633

ゴトウ耳鼻咽喉科 神戸2-10-47 382-2972

小西内科クリニック 中箕田町	1124-6 395-0007

小林眼科
庄野羽山4-1-2	
イオンモール鈴鹿1階

370-1800

駒田医院 北江島町17-15 386-0507

西城外科内科 長太旭町4-23-23 385-5511

坂倉ペインクリニック在宅診療所 伊船町	1010-1 371-6400

坂倉ペインクリニック 白子本町	9-28 386-0007

坂本外科胃腸科医院 神戸1-5-1 382-0462

さの眼科クリニック 野村町	200-2 380-4146

さわ内科胃腸科クリニック 寺家4-18-17 368-0003

サンクリニック太陽の街 中瀬古町	203-7 372-0212

嶋内科 柳町	637 382-1504

しまヒフ科クリニック 柳町	1675 369-3636

しまむらクリニック 白子4-16-2 386-6161

しまむら外科内科 野村町165-1 380-1600

しもむら内科 住吉2-17-7 375-6111

白子クリニック小児科 南江島町	6-17 388-8988

新藤小児科クリニック 野町東2-4-15 380-0101

鈴鹿いとう眼科 算所2-14-19 367-0101

すずかいとう皮膚科クリニック 野村町	168-1 380-4112

鈴鹿回生病院附属クリニック 国府町字保子里	112-2 375-1155

鈴鹿クリニック 伊船町	2229-8 371-6800

すずかこどもクリニック 秋永町652-1 380-1800

鈴鹿腎クリニック 安塚町880 381-0880

鈴鹿玉田医院 地子町字金生水814-33 382-8877

すずか泌尿器科・腎クリニック
柳町字森	1665-2	すずか
第一メディカルモール内

383-1000

鈴鹿メンタルクリニック 矢橋1-4-12 381-7771

すずきメディカルクリニック 平野町	7743-1 367-0100

鈴木レディースクリニック 平野町	7740-1 370-5151

子
ど
も
の
健
康

鈴鹿市応急診療所のお知らせ
　医師会・薬剤師会の協力で急病患者の応急診療を行っています。原則，お薬は1日分です。

必ず，事前にお電話で診療可能かご確認ください。

TEL：382-5066　FAX：382-7740

住所：鈴鹿市西条5-118-１（鈴鹿市総合保健センター内 )【MAP2	B-3】

持ち物：保険証，福祉医療費受給資格証，高齢受給者証，お薬手帳（服薬中の情報がわかるもの），診療費

　○昼間診療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　科目　　：内科，小児科

　診療日　：日曜日，祝日，年末年始 (12/30～1/3)

　受付時間：9：00～16：00

　診療時間：9：30～12：00，13：00～16：30

　※午後の診療時間は，混雑状況により変更される場合があります。

　○夜間診療
　科目　　：内科，小児科

　診療日　：毎日

　受付時間：19：00～22：00

　診療時間：19：30～22：30

医療機関名 所在地 ＴＥＬ

あかね小児科クリニック 西条4-48 383-7666

あきながレディースクリニック 秋永町	787-3 380-6090

朝川クリニック 石薬師町2089-10	 374-5500

旭が丘ファミリークリニック 東旭が丘3-2-10 386-1222

朝日皮膚科 白子本町	11-33 387-5312

あなざわクリニック 野町東	2-4-1	 380-2600

いいだ皮膚科・形成外科 中江島町	15-15 380-2700

家田クリニック 南江島町	5-8 388-8778

イタニ・クリニック 白子駅前	35-3 386-0605

いちかわ内科クリニック 秋永町	763-1 380-0810

市川皮膚科 西条6-21 383-3933

市場内科医院 長太栄町3-16-23 385-5313

伊東眼科 神戸1-19-4 383-1770

岩間眼科 白子駅前	2-20 388-0606

上田内科クリニック 長澤町	1167-1 371-6000

浦川内科クリニック 神戸8-8-20 382-6611

浦田内科クリニック 国府町	1520-6 378-7008

尾池整形外科 中江島町	14-18 388-3115

おおたキッズクリニック 弓削町	1160-1 381-0002

岡田耳鼻咽喉科 東旭が丘1-6-8 368-3933

おかべ泌尿器科・皮フ科 南江島町	10-27 386-7886

沖中内科循環器科 桜島町2-1-2 381-2727

おざき内科クリニック 岡田3-20-28 370-5119

おの内科クリニック 江島町	187 380-2211

笠間医院 十宮4-6-3 382-0669

加藤内科 算所2-14-12 370-5234

かわばた皮フ科 三日市3-3-1 373-7688

川村外科内科 加佐登2-20-1 379-3900

岸本内科 南玉垣町	4944-5 383-5515

北村記念しばた小児科医院 白子1-1-7 386-0362

きのしたクリニック 東旭が丘2-17-8	 380-0777

清瀬心身クリニック 南江島町	9-5 368-1000

清野博子婦人科医院 白子3-1-20 386-6128

久保耳鼻咽喉科医院 白子駅前	1-8 386-6353

子どもの健康

医療機関名 所在地 ＴＥＬ

鈴鹿市医師会（診療所）
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くるみ調剤薬局すずか店 十宮4-2-11 367-7888

けやき調剤薬局 東旭が丘1-6-19 380-6770

サイトウ薬局 稲生4-18-2 386-6715

さくらじま薬局 桜島町2-9-4 381-0500

さくら調剤薬局白子店 南江島町10-26 387-8654

さくら薬局鈴鹿神戸店 飯野寺家町829-1 381-3800

さくら薬局鈴鹿白子店
白子駅前12-26	宝ハイ
ツ1Ｆ

380-5185

さつき調剤薬局 東旭が丘2-17-10 389-5990

サニー薬局白子店 白子4-16-11 380-2800

さんあい薬局(株)鈴鹿店 西条4-48 382-5850

さんあい薬局(株)ひとみ店 安塚町宮塚1654-1 381-4771

じけ調剤薬局 寺家4-18-16 368-3600

ジップドラッグ旭が丘薬局 東旭が丘3-7-12 386-7121

ジップドラッグ白子薬局 南若松町237-1 388-7785

杉浦薬局 加佐登2-6-18 378-0447

杉浦薬局県道店 加佐登3-13-1 378-1400

スギ薬局アクシス鈴鹿店 北玉垣町中野801 381-5011

スギ薬局白子店 江島町193-1 380-5650

スギ薬局西条店 飯野寺家町843 381-0781

鈴鹿センター薬局 安塚町638-21 381-2298

スズカ調剤薬局 南江島町14-1 388-2626

スズカ調剤薬局白子店 南江島町8-5 368-3939

スズカ調剤薬局高岡店 高岡町632-1 381-0700

鈴鹿みなみ薬局 国府町字保子里175 370-6637

タナカ薬局 下大久保町811-2 374-0008

たまがき調剤薬局 南玉垣町6814-11 381-7766

(有)玉村薬局若松店 若松北1-36-24 395-0090

ちよざき調剤薬局 岸岡町577-4 384-8000

つばき薬局 白子3-14-5 388-1135

どうはく調剤薬局 道伯町字筧田2064-5 375-3456

トミヤ薬局 十宮3-22-23 382-6090

西条調剤薬局 西条6-13 382-7751

野町調剤薬局 野町東2-4-30 380-1700
ハーズ鈴鹿調剤薬局
平野店

平野町7743-1 375-2500

ハロー薬局鈴鹿店 平田1-3-3 375-1061
ファーマライズ薬局
鈴鹿住吉店

住吉2-17-3 375-1566

ファーマライズ薬局
鈴鹿店

国府町字井口57-21 370-3770

ファミリー薬局 南江島町9-6 368-0310

ふじ調剤薬局 柳町字森1657-2 381-3331

ふじもと薬局 住吉3-26-32 367-1055

ふたば薬局平田店 平田東町2-10 375-5123

ふたば薬局矢橋店 矢橋1-5-14 373-5673

フラワー薬局飯野店 飯野寺家町236-9 383-5811

フラワー薬局白子店 白子1-1-7 386-4079

フラワー薬局鈴鹿店 白子4-13-20 380-6693

フラワー薬局すみれ店 住吉1-23-10 370-5599

ベル調剤薬局 長澤町字帝1007-2 371-6161

ホリ薬局 中江島町20-15 388-0464

本町調剤薬局 白子本町12-9-1 388-1691

まめのき薬局 弓削町1160-4 384-8523

みだ調剤薬局 中箕田町1124-7 395-0055

みつば調剤薬局 南江島町23-2 380-2088

明倫堂鈴鹿薬局 飯野寺家町817-1 381-2300

安塚薬局 安塚町1605 381-2066

やなぎ調剤薬局 柳町1675-4 381-2700
(有)吉田屋薬局かんべ
本店

神戸2-10-36 382-0052

リフレ薬局 東玉垣町1398-2 382-3720
(有)イトーファーマシー
さかえ薬局

亀山市栄町1487-140
0595-83-
4075

(有)うぐいす薬局 亀山市亀田町380-4
0595-83-
5575

かめやま調剤薬局
亀山市栄町萩野1488-
315

0595-84-
5700

川崎薬局 亀山市能褒野町79-21
0595-85-
8134

ジップドラッグ亀山薬局 亀山市栄町1488-258
0595-84-
1884

十全薬局 亀山市東台町1-43-2
0595-83-
5830

スギ薬局亀山栄店 亀山市栄町1488-214
0595-84-
3155

スギ薬局東御幸店 亀山市東御幸町42-1
0595-96-
8212

スズカ調剤薬局亀山店 亀山市みどり町26-9
0595-84-
5900

すずらん調剤薬局 亀山市東台町1-20
0595-83-
4801

タイセイ調剤薬局 亀山市江ケ室2-4-20
0595-84-
1377

天神薬局 亀山市天神2-3-7
0595-97-
3830

東町薬局 亀山市東町1-2-19-1
0595-98-
4780

ファーマライズ薬局亀山店 亀山市東御幸町216-2
0595-84-
2266

ふたば薬局 亀山市阿野田町1674-7
0595-83-
5665

ふたば薬局高塚店 亀山市高塚町8-7
0595-84-
3515

フラワー薬局亀山店 亀山市南野町4-13
0595-84-
1193

みなみざき調剤薬局 亀山市南崎町735-10
0595-84-
5586

医療機関名 所在地 ＴＥＬ 医療機関名 所在地 ＴＥＬ
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いふな薬局 伊船町2943-2 371-6667

エール調剤薬局鈴鹿店 野村町169-3 388-1010

エンゼル薬局神戸店 神戸1-8-7 381-1888

おかだ調剤薬局 岡田3-20-31 367-3377

オリーヴ調剤薬局 阿古曽町22-40 379-3793

かさど調剤薬局 加佐登2-20-48 370-5900

神戸調剤薬局 神戸8-28-2 381-2200

岸岡調剤薬局 岸岡町3437 388-0114

クスリのアオキ算所薬局 算所2-7-20 373-4438

十宮歯科医院 十宮4-3-12 383-8011

豊田歯科医院 国府町3291-1 378-3900

長井歯科 寺家5-23-21 388-3535
長井歯科旭が丘
クリニック

東旭が丘1-3-10 387-8828

中村歯科医院 神戸4-6-26 384-1270

長太ノ浦歯科医院 北長太町633-5 385-4520

鳴神歯科 南江島町12-22 386-0202

鳴神歯科 神戸5-1-20 382-0140

なるかわ歯科医院 白子本町11-35 388-3223

にえ歯科 石薬師町571-38 374-2002

野町歯科医院 野町中1-1-10 388-5280

はしもと歯科 高岡台2-1-8 349-3918

早川歯科医院 長澤町1166-1 371-1700

林歯科医院 末広北2-8-20 383-1772

羽山歯科 国府町7772-6 375-5538

原田歯科医院 算所5-12-19 378-8351

萬代歯科 柳町1518-2 382-4618
ひがし小児・矯正歯科
クリニック

野村町167-1 389-6480

フレンド歯科 地子町字金生水814-33 382-8855

北條歯科医院 若松東2-1-12 385-0201
北條歯科医院
稲生診療所

稲生2-15-12 386-0891

ホワイト歯科 白子駅前9-30 387-6636
まとばデンタル
クリニック

白子町字箱塚280-1 388-8300

まゆみ歯科医院 徳居町560-1 372-6474

三上歯科医院 神戸5-11-17 383-1718

もとはし歯科 国府町字貝下1540-3 370-0105

ももい歯科 西条5-68 382-4578

茂理歯科医院 白子町64-1 386-0153

山口歯科医院 平田東町2-22 379-3122

ゆあさ歯科医院 竹野2-19-11 384-8092

ゆたか歯科 中江島町15-20 388-0707

ゆみ子歯科 白子3-1-20 388-4936

和田歯科クリニック 東江島町27-17 388-7700

医療機関名 所在地 ＴＥＬ医療機関名 所在地 ＴＥＬ

あかつか歯科クリニック 秋永町775-1 380-4618

磯山歯科 東磯山2-22-17 386-5027

いちば歯科 長太栄町3-17-20 389-7064

伊東歯科医院 石薬師町1708 373-1188

岩沢歯科 白子3-2-12 387-5520

うえしま歯科 住吉1-24-25 370-6004

エンゼル歯科クリニック 稲生1-16-18 388-1600

大井歯科医院 野町東2-4-6 387-1431

大木歯科医院 南長太町2504-2 395-1000

大谷歯科医院 神戸9-9-13 383-1919

岡田歯科 加佐登3-11-6 378-8545

小川歯科 神戸8-27-32 382-0463

垣内歯科医院 岸岡町八反坪3158-1 383-6877

垣内歯科住吉診療所 住吉4-20-38 379-1948

かさど歯科医院 高塚町1451-32 370-1717

笠井歯科医院 算所1-1-17 378-0578

かめだ歯科 稲生西3-14-36 388-0044

川村歯科 算所町1242-1 378-7086

かわむら歯科 加佐登2-20-1 389-7760

こにし歯科 東玉垣町2555-1 369-2603

ごとうしんじ歯科室 東旭が丘4-5-6 388-5454

こばやし歯科医院 神戸1-4-3 382-4511

さかえ歯科医院 中江島町20-13 387-1000

サン歯科クリニック 郡山町2001-36 372-1771

庄野歯科 平田本町2-19-3 370-0880

白子小児歯科 白子町2979-1 386-8903

末広歯科 末広町15-3 384-0022

鈴鹿回生歯科診療所 国府町175 375-5555

すずか矯正歯科クリニック 末広東1-30 383-7705

鈴鹿グリーン歯科 道伯5-23-32 375-5700

スズカ歯科 寺家2-22-10 386-3911

たなか歯科 岡田町1202-3 382-8148

玉垣歯科医院 南玉垣町6771 382-8041

中條歯科医院 南江島町18-35 388-0158

千代崎歯科医院 岸岡町3085-2 388-1200
デンタルフリーまちこ
クリニック

安塚町字西山664-5 392-7018

歯科医師会

医療機関名 所在地 ＴＥＬ医療機関名 所在地 ＴＥＬ

あきなが薬局 秋永町635-3 380-0670

旭が丘調剤薬局 東旭が丘3-2-8 380-5700

あさひ調剤薬局 西条7-28 381-5959

あすなろ薬局 算所2-14-27 367-7970

あたご調剤薬局 北江島町1-12 380-0633

イオン薬局白子店 白子駅前9-20 387-1485

イオン薬局鈴鹿店 庄野羽山4-1-2 370-0645

磯山調剤薬局 東磯山3-19-27 380-1100

いちご調剤薬局 西条1-19-22 381-0077

薬剤師会

子どもの健康

子
ど
も
の
健
康
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施設名 所在地 TEL 定員 開所時間 土曜日 ０歳児
保育開始 一時預かり MAP座標

牧田保育所 大池2-2-2 378-2010 150

7:30～
18:30

7:30～
13:00

6か月～ 1	C-5
白子保育所 北江島町5-30 386-2010 90 6か月～ 3	E-5
神戸保育所 神戸4-4-40 382-0537 150 2か月～ ○　1歳～ 2	C-3
玉垣保育所 東玉垣町1386-1 382-2737 150 2か月～ 3	E-2
合川保育所 三宅町1749 372-0058 80 6か月～ 全	C-5
河曲保育所 十宮町283 383-1643 150 6か月～ ○　6か月～ 2	D-1
算所保育所 算所5-17-1 378-4569 150 6か月～ 1	E-3
深伊沢保育所 深溝町352 374-2797 80 6か月～ 全	C-2
西条保育所 西条2-5-1 382-6511 140 2か月～ 2	B-2
一ノ宮保育所 一ノ宮町500-45 383-0407 100 2か月～ 全	D-3

公立保育所

保育所（園）一覧
　保育所は，保護者が仕事や病気などのために家庭で保育ができないときに，保護者にかわって保育するところです。

問い合わせ先 　子ども育成課　TEL：382-7606　　FAX：382-9054

	 ※保育方針や保育内容については，保育所（園）へ直接お問い合わせください。

施設名 所在地 TEL 定員 開所時間 土曜日 ０歳児
保育開始

バス
送迎

一時
預かり

MAP
座標

長太の浦保育園 長太栄町3-4-34 385-0302 60 7:00～19:00 7:00～18:00
2か月～
（首がすわる頃）

全	E-3

くまだ保育園 下大久保町481-5 374-1952 80 7:00～19:00 7:00～18:00 4か月～ 全	C-2

栴檀保育園 国府町2539-1 378-0918 60 7:00～19:00 7:30～17:00 5か月～ 全	C-4

岸田保育園 岸田町1491 374-1955 120 7:00～18:30 8:00～12:30
2か月～
（57日目以降）

○ ○ 全	C-2

旭ヶ丘保育園 中旭が丘1-2-29 386-1647 90 7:00～19:00 7:30～17:00 5か月～ 3	C-4

ながさわ保育園 長澤町1095 371-0151 160 7:00～19:00 7:30～17:00 1.5か月～ ○ ○ 全	B-2

庄内青い鳥
保育園

東庄内町3797-1 371-2317 90 7:00～19:00 8:00～18:00
4か月～
（首がすわってから）

○ ○ 全	B-3

鼓ヶ浦保育園 寺家3-40-15 386-2071 70 7:00～19:00 7:30～17:00 5か月～ 4	C-4

石薬師保育園 石薬師町1735-1 374-1398 90 7:00～19:00 7:00～17:00 首がすわった頃 ○ ○ 全	C-3

あおい保育園 白子本町2-27 387-5220 200 7:00～20:00 7:00～20:00 2か月～ ○ 4	E-1

白鳩保育園 加佐登1-8-10 378-1610 200 7:00～20:00 7:00～20:00 2か月～ ○ 1	B-1

いそやま保育園 東磯山2-26-18 387-6012 130 7:00～19:00 7:00～17:00 2か月～ 全	D-5

第2石薬師
保育園

自由ヶ丘2-18-14 374-0730 90 7:00～19:00 7:00～17:00 首がすわった頃 ○ ○ 全	D-2

私立保育園

就
園・就
学
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就園・就学
「子ども・子育て支援新制度」
　平成24年８月，一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指して，「子ども・子育て支援法」が制定

されました。この法律とその関連法に基づき，平成27年４月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。鈴鹿市では，

幼児期の学校教育・保育および地域の子ども・子育てを総合的に推進していくため，「鈴鹿市次世代育成支援行動計画」を踏まえな

がら，平成27年度から平成31年度の５カ年を計画期間とした「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画」を策定し，さまざまな取り

組みを実施しています。

子どもを預けたい
保育所（園），幼稚園，認定こども園には，それぞれに認定区分があります

　保育所（園），幼稚園，認定こども園を利用する場合，支給認定を受ける必要があります。さ

らに保育認定を受ける場合は，保育の必要量により「保育標準時間」「保育短時間」に分かれます。

認定区分 子ども
の年齢

保育の
必要性 利用施設等 利用時間

１号認定
保育の必要がなく，教育を
希望される場合

満３歳
以上

なし
幼稚園
認定こども園

教育標準時間 １日４時間の幼児教育

２号認定

保護者の就労，妊娠，出産
などのため，保育が必要な
場合

満３歳
以上

あり
保育所（園）
認定こども園

保育標準時間
最大11時間の保育
（主にフルタイムの就労を想定）

保育短時間
最大８時間の保育
（主にパートタイムの就労を想定）

３号認定
満３歳
未満

あり
保育所（園）
認定こども園

保育標準時間
最大11時間の保育
（主にフルタイムの就労を想定）

保育短時間
最大８時間の保育
（主にパートタイムの就労を想定）

※私立幼稚園を利用する場合は，認定の申請は必要ありません。
※年齢は平成 29年 4月 1日の満年齢です。

　保育所（園）を希望する場合の流れ
　①市に保育の必要性の認定を申請　　　　　　　　　　　　　　

　（③の利用申し込みと同時にできます。）

　②市から 2 号認定証または 3 号認定証を交付

　③第１希望の保育所（園）を通じ，市に利用申し込み 

　④保護者の希望や保育所（園）などの状況により，市が利用を調整

　⑤保育の利用決定を通知

　幼稚園を希望する場合の流れ
　①幼稚園へ利用申し込み

　②幼稚園から入園の内定

　③幼稚園を通じ，利用のための認定を申請

　④市から 1 号認定証を交付

　⑤幼稚園と契約

　※私立幼稚園を利用する場合は，③④は不要です。

就
園・就
学
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2017年2月10日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A

019
011

社会福祉法人 志生会 ハートピア保育園 御中

保育園 詳細MAP1図 E‐5

子どもたちに心のふるさとを！

「主体的な活動を促す環境」を大切にして、園児一人ひとりの発達と成長を援
助しています。子どもたちは、自分の意思が最も大切にされるその環境のもと
で生活し「知性・情操・意志」のバランスのとれた人格形成を図りながら、
「自己教育力」を身につけていきます。

■鈴鹿市算所町563-3
■TEL:059-381-1555 ■FAX:059-381-1551
■保育時間／7:00～20:00（土曜は18:00まで） ■休園日／日曜・祝日、年末年始
■URL:http://heartpiahoikuen.jp

あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2017年2月10日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A
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石薬師保育園 御中

保育園 全体索引図 C-3

社会福祉法人 愛児の会

長年の保育で培われた経験をもとに、様々な年間行事や、独自の
カリキュラムを通じて、子どもたちが生まれながらに持つ「生き
る力」を礎に、健やかな身体と、豊かな感性を育みます。

■石薬師保育園 ：鈴鹿市石薬師町1735-1 TEL:059-374-1398
■第２石薬師保育園：鈴鹿市自由ヶ丘2-18-14 TEL:059-374-0730
■竹野の森こども園 ：鈴鹿市竹野町305-2 TEL:059-384-3215
■保育時間／7:00～19:00 ■休園日／日曜・祝日・年末年始
■http://www.mecha.ne.jp/～ishi-ho ■駐車場 有

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2017年2月10日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
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白鳩保育園 御中

保育園 詳細MAP1図 B‐1

社会福祉法人 白鳩会

白鳩保育園
かもめ保育園
「見たことがある。」「聞いたことがある。」「やったことがあ
る。」いろいろな体験を生かし、自立性と創造性を大切にしなが
ら未来の社会を背負っていく人としての力や、資質、やさしさを
学びあえることを目標としています。
■白鳩保育園：鈴鹿市加佐登1-8-10 TEL:059-378-1610
かもめ保育園：鈴鹿市加佐登町2059-2 TEL:059-389-5115
■開園時間／7:00～20:00 ■休園日／日曜
■URL:http://www.whitepoppo.jp

あり
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社団福祉法人 あおい会 あおい保育園 御中

保育園・幼稚園 詳細MAP4図 E‐1

豊かな心と豊かな感性を

あおい会
あおい保育園

園庭開放や子育て相談に取り組み地域の人々との交流を深め明る
く快適な保育環境の中で一人一人の子どもの発達をふまえた保育
を実践しています。

■鈴鹿市白子本町2-27
■TEL:059-387-5220 ■FAX:059-386-9356
■開園時間／7:00～20:00
■休園日／日曜、祝日、年末年始
■URL:http://www.aoi.ed.jp/ あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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公立幼稚園 ★4歳児保育あり　※平成29年度休園

幼稚園一覧
　幼稚園は，今までの家庭生活だけでなく，集団生活の中で，先生やたくさんの友だちといろいろな体験をすることで，豊かな心と

たくましい体を育てるはじめて出会う学びの場です。

　鈴鹿市には公立14園，私立6園の幼稚園があります。

問い合わせ先 　子ども育成課　TEL：382-7606　　FAX：382-9054

	 ◎保育方針や保育内容については，幼稚園へ直接お問い合わせください。

施設名 所在地 TEL MAP
座標

★国府幼稚園 国府町3519-1 378-4523 全	C-4

★加佐登幼稚園 高塚町1087-1 379-1518 全	C-3

※牧田幼稚園 岡田町701 378-0516
（牧田小学校） 1	D-3

★白子幼稚園 白子1-12-12 387-5325 4	D-2

★旭が丘幼稚園 東旭が丘5-3-33 387-5326 3	D-4

★稲生幼稚園 稲生3-10-1 387-5338 4	A-1

★飯野幼稚園 三日市南2-1-7 382-3698 3	A-1

※河曲幼稚園 十宮町719-2 382-0268
（河曲小学校） 2	B-1

※一ノ宮幼稚園 一ノ宮町557 382-0311
（一ノ宮小学校） 全	D-3

★箕田幼稚園 南堀江1-2-26 385-1493 全	E-3

★玉垣幼稚園 北玉垣町734 382-3663 3	E-1

★神戸幼稚園 神戸7-4-12 382-3275 2	C-2

　栄幼稚園 五祝町1068 387-6246 4	A-5

★椿幼稚園 山本町750 371-3715 全	B-1

施設名 所在地 TEL MAP
座標

園開放：各幼稚園で実施しています。

預かり保育：私立幼稚園では，園児家庭への子育て支援のため希望在園児に対し，平常の保育時間を延長して預かり保育を実施して

います。

※園開放や預かり保育については，各幼稚園に直接お問い合わせください。

●私立幼稚園就園奨励費補助事業
　私立幼稚園には，市内に居住する幼稚園児のいるご家庭に，保育料の一部を補助する制度があります。私立幼稚園に在園する満

3歳児以上の園児の保護者が対象で，補助額は園児の属する世帯の市民税額等で決まります。申請手続きなど詳しくは，毎年6月

ころに各幼稚園を通じてお知らせします。

問い合わせ先 　子ども育成課　TEL：382-7606　　FAX：382-9054

第2すずかきしおか
幼稚園

岸岡町2815 386-6129 全	E-4

どうはく幼稚園 道伯1-12-27 378-6713 全	C-4

私立幼稚園

施設名 所在地 TEL MAP
座標

第一さくら幼稚園 寺家3-2-12 380-0188 4	D-3

第二さくら幼稚園 鈴鹿ハイツ5-45 378-4085 3	A-3

白子ひかり幼稚園 白子本町2-38 386-1150 4	E-1

すずか幼稚園 神戸2-20-18 382-3272 2	C-3

施設名 所在地 TEL MAP
座標

就
園・就
学
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就園・就学

ひので保育園 平野町1167-1 373-7000 120 7:00 ～ 19:00 8:00 ～ 17:30 5か月～ 全 C-4

ひばり保育園 岸岡町2707-174 386-7982 70 7:00 ～ 19:00 8:00 ～ 17:00 5か月～ 全 E-4

あかつき保育園 地子町906-2 382-5201 120 7:00 ～ 19:00 8:00 ～ 17:30 3か月～ ○ 2 A-5

くすのき保育園 若松西6-28-11 385-5388 150 7:00 ～ 19:00 7:00 ～ 17:00 3か月～ 全 E-3

野町保育園 野町西2-15-10 386-2338 160 7:00 ～ 18:30 7:00 ～ 17:30 3か月～ 3 B-3

サラナ保育園 岸岡町3527 368-3766 120 7:00 ～ 20:00 7:00 ～ 20:00 2か月～ ○ 3 E-4

高岡ほうりん
保育園

高岡町1843-7 349-1100 90 7:00 ～ 19:00 7:00 ～ 17:00
3か月～

（首がすわってから）
○ 全 D-3

トーマスぼーや
保育園

平田東町10-13 375-2468 120 7:00 ～ 20:00 8:00 ～ 19:00 2か月～ ○ 1 D-4

ハートピア
保育園

算所町563-3 381-1555 230 7:00 ～ 20:00 7:00 ～ 18:00 4か月～ ○ 1 E-5

みそら保育園 岸岡町3280 380-6339 110 7:00 ～ 20:00 8:00 ～ 17:00 5か月～ ○ 全 E-4

ドリームハウス
保育園

寺家町1308 388-3398 200 7:00 ～ 20:00 7:00 ～ 18:00 3か月～ ○ 4 C-2

竹野の森
こども園

竹野町305-2 384-3215 130 7:00 ～ 19:00 7:00 ～ 17:00 首がすわった頃 ○ 1 E-2

ぐみの木
ほいくえん

安塚町331-74 382-5409 80 7:00 ～ 20:00 7:00 ～ 20:00
産休明け～

（57日目以降）
○ 2 C-5

第二長太の浦
保育園

南長太町2303 395-2200 60 7:00 ～ 19:00 7:00 ～ 18:00 2か月～ 全 E-3

大鳥保育園 白子町2006-1 386-2611 90 7:00 ～ 18:30 7:00 ～ 18:00 3か月～ 4 C-1

かもめ保育園 加佐登町2059-2 389-5115 110 7:00 ～ 20:00 7:00 ～ 20:00 2か月～ ○ 全 C-3

施設名 所在地 TEL 定員 開所時間 土曜日 ０歳児
保育開始

バス
送迎

一時
預かり

MAP
座標

認定こども園一覧
　認定こども園とは，幼稚園と保育園の機能を併せ持ち，就学前の子どもに教育と保育を一体的に提供する施設です。鈴鹿市には，

私立３園の認定こども園があります。

問い合わせ先 　子ども育成課　TEL：382-7606　　FAX：382-9054

 ※保育方針や保育内容については，認定こども園へ直接お問い合わせください。

私立認定こども園

施設名 所在地 TEL MAP座標

サン認定こども園 郡山町560-5 372-2123 全 C-5

認定こども園白百合幼稚園 東磯山2-3-1 386-6228 全 D-5

ほうりん認定こども園 北長太町4119 385-0190 全 E-3

就
園・就
学

鈴鹿市すずっこナビ記事.indd   14 2017/02/24   12:55

AGF

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　
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②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2017年2月10日
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社会福祉法人花園会 鼓ヶ浦保育園 御中

保育園 詳細MAP4図 C‐4

社会福祉法人 花園会

●鼓ヶ浦保育園：鈴鹿市寺家3-40-15 TEL:059-386-2071
●旭ヶ丘保育園：鈴鹿市中旭が丘1-2-29 TEL:059-386-1647
●栴檀保育園 ：鈴鹿市国府町2539-1 TEL:059-378-0918

■鈴鹿市寺家3-40-15
■TEL:059-386-2071
■FAX:059-386-2071
■保育時間／7:00～19:00
■休園日／日曜・祝日・年末年始

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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弊社校了確認欄【弊社使用欄】
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①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2017年2月10日
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野町保育園 御中

保育園 詳細MAP3図 B‐3

社会福祉法人 野町福祉会

野町保育園
大鳥保育園
心身ともに丈夫に育つように、一年を通して、半袖、半ズボン、
裸足で過ごします。個性を尊重し、自信を持って何事にも挑戦で
きる強い心が育つように保育をしています。子どもの健康面に配
慮し、園舎には木材、天然素材を多く用いています。
■野町保育園：鈴鹿市野町西2-15-10 TEL:059-386-2338

URL:http://www.nomachi.net/
■大鳥保育園：鈴鹿市白子町2006-1 TEL:059-386-2611

URL:http://www.sunalix.co.jp/ootori/
■保育時間／7:00～18:30 ■休園日／日曜・祝日、12月29日～1月3日

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
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桜島
桜島学童保育ももたろう１組・２組 桜島町３-10-1 387-0371 3	C-3

桜島小学校区放課後児童クラブ　まりん 野町東1-11-22 368-1153 3	C-3

愛宕 愛宕小学校区放課後児童クラブあおぞら第１・第2 北江島町43-8 368-1223 全	D-4

稲生

稲生小学校区放課後児童クラブ　ゆめっ子くらぶ 稲生3-13-10 367-7008 4	A-1

稲生小学校区放課後児童クラブ　第2ゆめっ子くらぶ 稲生3-6-30 367-7666 4	A-1

鈴鹿わかすぎこどもクラブ 稲生西2-4-3 367-7075 4	A-1

飯野 飯野地区児童クラブ　ひこうきぐも 阿古曽町25-6 367-3367 1	D-5

明生 明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 住吉1-4-29 367-1711 全	C-4

河曲 河曲地区学童クラブ　かわたろう 河田町1341 383-3070 2	B-1

一ノ宮
高岡法輪児童館 高岡町1843-7 349-1100 全	D-3

一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル 高岡町2665-2 369-2780 全	D-3

長太 法輪児童館 長太旭町2-3-6 385-7676 全	E-3

箕田 箕田学童保育所 南堀江1-14-19 395-1003 全	E-3

若松 若松小学校区放課後児童クラブ　はまゆう 若松中1-6-11 385-3415 全	E-4

玉垣
玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣レインボー 東玉垣町523-1 373-4734 3	E-1

みそら保育園内学童保育所　ゆうゆう 岸岡町3280 380-6339 全	E-4

神戸
神戸小学校区かんたろう学童保育所 神戸8-9-15 383-1519 2	C-2

平成の寺小屋　神戸みらい塾 神戸2-20-8 382-3708 2	C-3

合川 合川小学校区放課後児童クラブ　ハーモニー 三宅町3694-2 372-1139 全	C-5

天名 天名小学校区放課後児童クラブ　ピース天名 御薗町2500 080-9495-4497 全	C-5

栄 栄小学校区放課後児童クラブ　栄っ子 五祝町1068 388-1187 4	A-5

郡山 郡山地区児童クラブ　サンキッズ・サンキッズⅡ 郡山町729 372-2084 全	C-5

鈴西 鈴西小学校区放課後児童クラブ　しいの実 花川町1541-35 374-5511 全	C-2

椿 椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり
山本町1255-4
小山組集会所内

371-2300 全	B-1

深伊沢 ながさわ保育会　元気っ子クラブ 長澤町1095 371-0151 全	B-2

庄内 庄内小学校区放課後児童クラブ　学童たけっこクラブ 東庄内町2458-1 371-3006 全	B-2

井田川 井田川小学校区放課後児童クラブ　井田川っ子 和泉町814 370-2353 全	C-4

就
園・就
学

小学校区 施設名 所在地 TEL MAP座標
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就園・就学

●放課後児童クラブ（学童保育所）
　放課後児童クラブは，児童福祉法に定められた事業で，昼間に共働きなどで，保護者が家庭にいない児童が，放課後や長期休

業日（夏休みなど）を安心して過ごすことのできる施設です。放課後児童支援員等が遊びや生活の指導など，児童の健全育成を

図っています。

※利用時間，利用料金，対象児童は各放課後児童クラブにより異なります。

※申請などの詳細は，各放課後児童クラブに直接お問い合わせください。

問い合わせ先 　子ども政策課　TEL：382-7661　　FAX：382-9054

認可外保育施設一覧

施設名 所在地 TEL MAP座標

愛和保育園 道伯5-23-15 378-3281 全	C-4

保育所すくすくランド 住吉1-29-18 378-8900 全	C-4

三重ヤクルト販売㈱
白子センター
保育ルーム
やくるとえん

江島町299 373-4600 3	D-5

鈴鹿子ひつじ園 白子1-18-2 389-6689 4	E-3

BERCARIO	
MATERNAL	
E	JARDIM	
CARINHO	DE	
MAE

道伯3-5-15 367-0012 全	C-4

施設名 所在地 TEL MAP座標

就
園・就
学

小学校区 施設名 所在地 TEL MAP座標

国府 国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる 国府町2598-1 370-0605 全	C-4

庄野 庄野小学校区放課後児童クラブ　コスモス 庄野東2-5-35 379-0811 1	B-3

加佐登 加佐登小学校区放課後児童クラブ　なかよしキッズ 高塚町1205-3 370-8184 全	C-3

牧田
牧田地区児童クラブ　つくし 岡田町699 367-3606 1	D-3

牧田小学校区放課後児童クラブ　ひかりっ子 平田東町10-13 375-2468 1	D-4

清和 竹野の森放課後児童クラブ 竹野町305-2 384-3215 1	E-2

石薬師 金太郎学童保育所 石薬師町2089-2 374-1978 全	C-3

白子 白子小学校区児童クラブ　たんぽぽ 白子町2-7-38 388-2774 4	D-3

鼓ヶ浦 鼓ヶ浦小学校区放課後児童クラブ　いそやまっ子 東磯山2-26-18 387-6012 全	D-5

旭が丘

旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ 東旭が丘4-9-19 368-2033 3	D-5

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　アサヒッ子 白子町2006-1 386-2611 4	C-1

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　かけはし 中旭が丘3-13-25 386-2939 3	C-5
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年12月9日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A
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有限会社朝日楽器 御中

ピアノ販売・買取・調律・各種音楽教室 詳細MAP1図 D‐5

店内90台展示のピアノ専門店

ピアノ調律師の店
朝日楽器

電子ピアノ・新品中古ピアノ地域最大級展示。ヤマハ・カワイ・
ローランド他各メーカー取扱い。創業44年の調律師の店だからア
フターメンテナンスも安心です。リトミック、ピアノ、電子オル
ガン、ヴァイオリン、フルート各教室生徒募集中！無料体験あり
■鈴鹿市阿古曽町22-12
■TEL:059-378-8466 ■FAX:059-378-8468
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／なし
■URL:http://www.asahigakki.com/ ■E-mail:info@asahigakki.com
【音楽教室 生徒募集】鈴鹿を中心に26教室 あり（30台）

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年12月9日
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学校法人古市学園 道伯幼稚園 御中

幼稚園 全体索引図 C-4

よく学び、よく遊ぼう

学校法人古市学園
どうは く幼 稚 園
満3歳の誕生日から。
「知・徳・体」と心身共に調和のとれた人格を育てたいと、
愛情をこめて熱心に指導を行います。

■鈴鹿市道伯1-12-27
■TEL:059-378-6713 ■FAX:059-370-1779
■保育時間／8:30～16:10（延長 要相談）
■休園日／土曜・日曜・祝日（土曜登園日あり）
■URL:http://szk-web.heteml.jp/douhaku/ あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2017年2月10日
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すずか幼稚園 御中

幼稚園 詳細MAP2図 C‐3

学校法人 鈴鹿学園

す ず か 幼 稚 園
第２すずかきしおか幼稚園
当園は人間のあり方を説かれた釈尊の教えを教育の柱としています。幼稚園教育
を生涯教育の出発点として位置づけ、特に幼児期のうちに決定するといわれる一
個の人間の基本的人格を養う心の教育に重点を置いております。仏参・茶道の修
養を通して人としての基本的礼節を身につける精神教育、絵画、音楽、造形、運
動遊びを通して伸びやかな感性と個性をはぐくむ情操教育を実践しております。

■すずか幼稚園：鈴鹿市神戸2-20-18 TEL:059-382-3272
第２すずかきしおか幼稚園：鈴鹿市岸岡町2815 TEL:059-386-6129

■保育時間／10:00～15:00（延長保育あり）
■休園日／土曜・日曜・祝日
■URL:http://www.suzuka-gakuen.ac.jp あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2017年2月10日
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学校法人宣真学園 さくら幼稚園 御中

幼稚園 詳細MAP4図 D‐3

学校法人 宣真学園

第一さくら幼稚園
第二さくら幼稚園

千二百余年続く名刹「子安観音寺」を母体として51年前に開園した「さくら
幼稚園」。その名は、銘木「不断桜」からいただき、宗教的情操教育を基とし
ています。やさしい心、たくましい身体を持ち、まわりを思う気持ち、新たに
創造する力を育てることを目標に掲げ、楽しい時間を過ごしています。

■第一さくら幼稚園（子安観音寺内） ■第二さくら幼稚園
鈴鹿市寺家3-2-12 鈴鹿市鈴鹿ハイツ5-45
TEL:380-0188 FAX:380-0189 TEL:378-4085 FAX:378-4179
■URL:http://www.sakurayouchien.com/
■休園日／土曜・日曜・祝日 ■保育時間外預かり保育実施中（土曜も可）

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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●公立小中学校では「土曜日の教育活動」を実施しています
　地域と連携した体験活動や，豊富な知識・経験を持つ社会人の協力を得た取組を行うなど，学校・家庭・地域の三者が連携・役割

分担しながら社会全体で子どもを育てることによって，子どもたちに「生きる力」をはぐくむことをめざしています。

　「土曜日の教育活動」の形態は，次のとおり３つあり，各校の学校運営協議会で協議し，それぞれの学校の実情に応じて活動をし

ています。

土曜授業

児童生徒の代休日を設けずに，土曜日を活用して行う教育課程内の学校教育活動

活動例）平常授業，公開授業（保護者や地域の方を対象とした参観日），地域人材の協力を得た出前授業，

小学校と中学校が連携した合同活動，保護者と連携した校区の安全マップづくり，防災授業と避難

訓練及び引渡し訓練，演劇・音楽鑑賞　等

土曜の課外授業

学校が主体となって，希望者を対象とした学習等の機会を提供するなど，特色を生かして行う教育課程外の教

育活動

　活動例）定期テスト前の学習会，水泳教室，地域と連携した環境美化活動　等

土曜学習
地域など学校以外が主体となって，希望者を対象に行う学習などの教育活動

　活動例）地域団体主催の文化行事・スポーツ行事等への参加，PTA主催の交流行事　等

　「土曜日の教育活動」は，原則月１回程度，年８回程度の実施を予定しています。各学校で年間実施計画を立てて，学校の通信や

ホームページを通してお知らせしています。また，第３土曜日に実施することを基本としていますが，地域で行われる児童生徒を対象

とした行事や活動は，第３土曜日以外に行われることもあります。　

海岸清掃
〜故郷の海をきれいにしよう〜

防災学習
〜新聞紙でスリッパづくり〜

就
園・就
学
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一ノ宮小学校 一ノ宮町557 382-0311 全	D-3
長太小学校 長太旭町5-4-5 385-0315 全	E-3
箕田小学校 南堀江1-1-1 385-0506 全	E-3
若松小学校 若松中1-4-1 385-0072 全	E-4
玉垣小学校 北玉垣町947 382-0269 3	E-1
神戸小学校 神戸2-12-10 382-0242 2	C-2
合川小学校 三宅町3694-2 372-0014 全	C-5
天名小学校 御薗町2500 372-0013 全	C-5
栄小学校 五祝町1845-2 386-0462 4	A-5
郡山小学校 郡山町710-6 372-2251 全	C-5
鈴西小学校 深溝町3172-1 374-0014 全	C-2
椿小学校 山本町750 371-1014 全	B-1
深伊沢小学校 伊船町1693 371-0015 全	B-2
庄内小学校 東庄内町2458-1 371-0044 全	B-2
井田川小学校 和泉町814 378-8972 全	C-4

就園・就学

学校名 所在地 TEL MAP座標

国府小学校 国府町2373-1 378-0538 全	C-4
庄野小学校 庄野東2-5-35 378-0048 1	B-3
加佐登小学校 高塚町1069 378-0063 全	C-3
牧田小学校 岡田1-29-1 378-0516 1	D-3
清和小学校 算所5-21-12 378-7731 1	E-4
石薬師小学校 石薬師町1713 374-1028 全	C-3
白子小学校 白子1-12-12 386-0039 4	D-2
鼓ヶ浦小学校 寺家1-41-1 386-3355 4	C-5
旭が丘小学校 東旭が丘5-3-18 386-0012 3	D-4
桜島小学校 桜島町4-12 382-5666 3	C-3
愛宕小学校 東江島町23-15 386-0334 全	D-4
稲生小学校 稲生3-10-1 386-0307 4	A-1
飯野小学校 三日市南2-1-7 382-1020 3	A-1
明生小学校 大池2-13-1 378-4320 1	C-5
河曲小学校 十宮町719-2 382-0268 2	B-1

●小・中学校一覧
　公立小・中学校の学校区および就学指定変更制度等につきましては，学校教育課までお問い合わせください。

問い合わせ先 　学校教育課　TEL：382-7618　　FAX：382-9054

学校名 所在地 TEL MAP座標

千代崎中学校 東玉垣町2863 382-0125 3	E-2
白子中学校 中旭が丘4-5-62 386-0336 3	D-5
鼓ヶ浦中学校 寺家4-11-1 386-5852 4	D-3
天栄中学校 秋永町1839 386-0444 全	C-5
鈴峰中学校 長澤町1867-1 371-0023 全	B-2

学校名 所在地 TEL MAP座標

平田野中学校 国府町9105-1 378-0126 全	C-4
創徳中学校 三日市町1803-8 382-5205 1	E-5
白鳥中学校 加佐登3-1-1 378-0046 1	B-1
神戸中学校 十宮町1335 382-0305 全	D-3
大木中学校 北堀江2-15-1 385-0316 全	E-3

学校名 所在地 TEL MAP座標

公立小学校

公立中学校

学校名 所在地 TEL MAP座標

鈴鹿中学校 庄野町1230 370-0760 1	B-3

私立中学校

就
園・就
学
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子育て支援　～手助けが必要なときは…～
　日々の子育ての中，お母さん自身が病気にかかって子どもを見てもらえる人が近くに居

ないとき，冠婚葬祭で出かけるとき，仕事の都合で子どもの保育所や幼稚園のお迎えが

間に合わないとき，心身ともに疲れたときなどさまざまな状況に合わせて，サポートします。

主な活動内容
☆保育所，幼稚園，小学校，放課後児童クラブ（学童保育所）等の開始時前や終了後の子どもの預かり
☆保育所，幼稚園，小学校，放課後児童クラブ（学童保育所）等までの送迎
☆日曜日，祝日等の子どもの預かり
☆その他，講習会やボランティア活動，地域社会活動に参加する等，一時的に自分自身の時間を持つためにも利用できます
☆2番目のお子さんを出産される時に，上のお子さんの保育所への送迎など

対象：おおむね小学校修了までの児童　　利用料金：対象児1人あたり

通　　常 緊　急　時

利用時間 利用料金 利用時間 利用料金

7：00～19：00 700円／時間 7：00～19：00 1,000円／時間

19：00～7：00 800円／時間 19：00～7：00 1,200円／時間

年末年始(12/29～1/3) 1,200円／時間

宿泊（22：00～翌日6：00　連続8時間） 5,000円／1回

注）子どもの送迎に必要な交通費については，別途依頼会員が実費を提供会員に支払ってください。

キャンセル料：

前日まで 無料

当日（予約開始前） 報酬額の半額　（上限3,500円）

無断取り消し（予約時間開始後）
予定報酬額全額

予約開始後の時間短縮およびキャンセル

ファミリー・サポート・センター

所在地：桜島町6-20-3【MAP3	C-3】

TEL・FAX：381-1171

休み：土曜日，日曜日，祝日，年末年始

ファミリー・サポート・センター（こどもサポート鈴鹿内）

●ファミリー・サポート・センター（特定非営利活動法人こどもサポート鈴鹿内）
　「子どもを助けてほしい人（依頼会員）」の要望に応じて，「子育ての援助ができる人（提供会員）」を紹介し，相互の信頼と了解

のうえで，一時的にお子さんをお預かりする相互援助活動です。緊急時に対応できない場合がありますので，必ず事前に会員登録（無

料）をしてください。
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育児参加をしよう！
　赤ちゃんを授かり，これから生まれてくるわが子のために，妊

娠の時期から「育メンパパ」の準備をしましょう！

●育メンパパになるための7つのポイント
①	 胎児のときから子育てに参加

②	 生まれてきたら，愛情表現はたっぷり，しっかりと

③	 子育ての時間は，自分で捻出

④	 子どもと楽しく遊ぶ

⑤	 妻と仲むつまじく

⑥	 妻にまかせっきりにしない

⑦	 まわりの人との関係を深める

　赤ちゃんを授かったお母さんは，不安や心配がたくさんあ

ります。

　そんなお母さんを心から支えてあげ，新しい命の誕生を一

緒に考え，楽しく過ごせるために，お母さんの家事の協力を

したりして過ごしましょう。

　「育児は育自」ともいわれるように，人を育てることは，自

分自身を育てることになります。家事や育児・子育てを父親

がやるなんて…という考え方もあるもしれませんが，子育て

をすることで家族の絆や人とのつながりも深まりますので，

子育てに積極的に参加してみましょう。

お父さんになることがわかったら

　健康づくり課での母子健康手帳交付時，また，保健センター

で開催しているすくすくファミリー教室（プレパパ・ママコー

ス）等で希望者に配布しています。

●父子健康手帳の配布

お父さんも一緒に出かけてみませんか
　鈴鹿市には「子育て支援センター」や「つどいの広場」として，

気軽に遊べる場所が10カ所あります。ぜひ一度遊びにお出か

けしてください。子どもさんと楽しくふれあい，楽しい時間を過

ごしてみてはいかがですか？

　お出かけ情報の詳しい内容については，p.26～33をご覧く

ださい。

お父さんになったら
●育児休業制度について
　仕事と育児を両立する家庭を支援する制度で女性だけでなく

男性も取得することができます。

　「パパママ育休プラス」制度を利用し，積極的に子育てに参加

してみましょう。「パパママ育休プラス」の詳しい内容は厚生労

働省のホームページで閲覧することができます。取得する際は，

勤務先へ確認してみましょう。

お父さんの子育て応援します
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学研教室

津市栄町1丁目84 0大同生命瀧澤ビル6 F
三重事務局

フリーダイヤル 　イ  イ  ヨ　 イ コー ヨ
ご興味がある方はお気軽に下記事務局までお問い合わせください

幼児・小学生会員募集
学研教室では、もじ・かず・ちえの
３分野をバランスよく学習することで、
無理なく、確実に、小学校教育の土台となる
論理的な思考力を身につけられます！

無料体験
実施中

子育てと両立しながら、ご自宅の
一室で地域の子ども達の学習指導を

してみませんか。ライフスタイルに合った
教室運営をご提案致します！

がっけんのせんせい募集
先生募集の説明会
随時実施中。

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

059－227－2807

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

031
066

学研エデュケーショナル三重事務局 御中 初校原稿

鈴鹿市子育て応援ブック

鈴鹿市子育て応援ブック
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子育て支援　～ひとり親家庭のために～
●一人親家庭等医療費助成制度
　市内に住所を有し，医療保険に加入している次のいずれかに該当している方に対して保険診療による医療費の自己負担額の助成を

行います（ただし，所得制限・受給要件があります。）。

①一人親家庭の18歳まで（18歳到達日の属する年度末まで）の児童とその児童を養育している親

②父母のいない18歳まで（同上）の児童

③18歳まで（同上）の児童を養育している配偶者のない者

問い合わせ先 　保険年金課　TEL：382-7627　FAX：382-9455

●児童扶養手当
　父母が離婚したときなど，父または母と生計をともにしていない18歳まで（18歳到達日の属する年度末まで）の児童を養育し

ている母もしくは父または養育者に支給される手当です（ただし，所得制限・支給要件があります。なお，児童が中程度以上の障が

いを有する場合は，手続きにより20歳未満まで延長できます。）。

問い合わせ先 　子ども政策課　TEL：382-7661　FAX：382-9054

●母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
　母子家庭・父子家庭および寡婦の方の経済的自立と児童の福祉増進を図るために，母・父またはその児童に対して必要な資金（修

学資金や就職支度資金等）が貸し付けられる県の貸付制度です。

問い合わせ先 　子ども政策課　TEL：382-7661　FAX：382-9054　

●ひとり親家庭学習支援ボランティア事業「まなびーの」
　学習支援により学習習慣を身に付け，学力の向上を図るとともに，進学などの相談を通じてひとり親家庭の不安感を解消し，自立

を促進します。

対象：小学4年生から中学3年までのひとり親家庭の児童（児童扶養手当の支給を受けている方に限る。）

開催日：土曜日	 1授業90分（年50回程度）

開催場所：子育て応援館（白子駅前6-33　【MAP4　E-1】）

問い合わせ先 　子ども政策課　TEL：382-7661　FAX：382-9054
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子育て支援　～子どもを預けたいときは～
●一時預かり事業
　保護者の仕事や病気，冠婚葬祭などにより，一時的に家庭での保育が困難な場合にお子さんをお預かりします。

利用料などは，実施する園によって異なりますので直接、各園へお問い合わせください。（P.13,14参照）

●子育て短期支援（ショートステイ）
　保護者が病気等の理由でお子さんの世話ができない場合，児童養護施設などにおいて，一時的にお子さんをお預かりします（ただ

し，自己負担があります。）。

対象：18歳までの児童

利用期間：1回につき，原則7日以内

問い合わせ先 　子ども家庭支援課　TEL：382-9140　　FAX：382-9142

●病児保育　ハピールーム
　病気の回復期に至らない場合において，当面の症状の急変が認められないとき，または病気がほとんど回復しているが，保育所な

どでの集団生活が困難で，家庭においても保育ができないお子さんを一時的にお預かりします。

　事前に白子クリニック小児科での受診が必要です。

対象：市内の保育所・幼稚園などに通園又は、小学校に通学している児童

利用料金：1,500円《別途　食事代（おやつ・ミルク含）500円》

利用時間：月～土曜日　8：45～17：30

休館：日曜，祝日，盆，年末年始

住所：南江島町8-10【MAP4	E-1】

TEL：388-7717　　FAX：388-7718

※注

◎水曜日は，前日まで病児保育室を利用していた児童に限ります。

◎利用の初日は，先に指定医師（白子クリニック小児科）の診察を受けてください。

利用できる病気の範囲：風邪・消化不良症など児童が日常かかる病気，麻疹・風疹・水痘・おたふくかぜなどの感染症気管支喘息な

どの慢性疾患，骨折などの外傷性疾患，そのほか担当医師が利用可能と判断した病気

利用の流れ：①　ハピールームに電話で空き状況を確認する。

②　白子クリニック小児科受付窓口へ利用の申し出をする。

③　担当医師の診察を受ける。

　　（他の医療機関を受診している場合は，紹介状が必要な場合もあります。）

④　利用決定後，「利用登録」をする　⇒　担当者の指示に従ってください。

※　処方箋，お薬手帳，母子健康手帳，健康保険証，福祉医療費受給資格証は必ず持参してください。

※　利用定員（6名）を超える場合は利用できないことがあります。

私立保育園（１3園） 

・岸田保育園　　　　　　・ながさわ保育園　　　　　・庄内青い鳥保育園　　

・石薬師保育園　　　　　・第２石薬師保育園　　　　・あかつき保育園　　

・高岡ほうりん保育園　　・トーマスぼーや保育園　　・ハートピア保育園　　

・みそら保育園　　　　　・ドリームハウス保育園　　・竹野の森こども園　　

・ぐみの木ほいくえん

公立保育所（2園） 

・神戸保育所

・河曲保育所

子育て支援

子
育
て
支
援

鈴鹿市すずっこナビ記事.indd   22 2017/02/12   14:04



SUZUKA CITY

25

H60mm×W90mm H60mm×W90mm
37 38

　「発達の気になる子どもたちに，おもちゃの素晴らしさと遊び

の楽しさを」との願いから始まったボランティア活動です。発達

の気になる子どもたちの中には，おもちゃに興味を示さない，な

かなか上手に遊べない子どもたちがいます。そんな子どもたち

に，多くのおもちゃの中から気に入ったものを選んで遊ぶ機会を

提供し，家でも楽しく遊べるように貸し出しをしています。

対象：発達の気になる子どもさんとそのご家族を中心に利用して

いただきますが，鈴鹿市内の子どもさんであればどなたで

も利用できます。

利用料金：無料です。

利用日時：第1・3火曜日と第2土曜日

13：30～16：00

※詳しくは直接施設にお問い合わせください。

　一人ひとりの子どもにとって，今何が必要かを保護者と話し合

い，発達に合わせた支援計画を立て，保護者とスタッフが同じ気

持ちになって子どもに接し，遊びを提供します。必要に応じて個

別訓練を受けていただき，個々の発達を促していきます。

　学齢期のお子さんに少人数グループまたは個別で，訓練や療

育を行うことで，成長・発達を促します。さまざまな専門職によ

る多角的な視点で支援を行います。

　保育所（園），幼稚園，認定こども園，小学校，特別支援学校

等を専門職員が訪問し，スタッフ支援等を行うことで，保育所等

の安定した利用を促します。

　児童発達支援事業等を利用しようとするお子さんに，利用計

画の作成や利用状況の検証（モニタリング）を行います。また，

保育士，言語聴覚士，臨床心理士，作業療法士，理学療法士な

どの専門職員が発達の相談を受けます。

●鈴鹿市療育センター
　療育センターは，心身障がい児のための施設で，一人ひとり

の特徴に合わせた「遊び・人とのやりとり」を通して，楽しい体験・

成功体験を重ねることで，全体の発達（人との関わり方，身の

回りのこと，運動，ことば，社会のルール等）を促すことを目的

とし，専門の保育士等がお子さんの個性に合わせた関わりを工

夫しています。療育センター内には保育室・訓練室・言語訓練室・

おもちゃ図書館などがあります。

※利用するには通所受給者証が必要です。

住　　所：西条5-118-3【MAP2	B-3】

電話番号：382-3055

利用時間：9：00 ～16：00

休 館 日：土・日曜日，祝日　年末年始（12/26 ～1/7）

児童相談支援（指定特定相談支援事業所）

保育所等訪問支援

放課後等デイサービス

児童発達支援事業

おもちゃ図書館
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～発達が気になるお子さまのために～
●発達に関する相談について
　お友だちとうまく遊べない，じっとしていられない，突然，突拍子もないことをしてしまうなど，お子さんのことで気になることはあ

りませんか？　自分のしつけが間違っているのでは…と悩んでいませんか？　そのようなお子さんの中には，「発達障害」の特性を抱

えている場合があります。発達障害は早期発見，早期支援がとても重要です。一人で悩まず相談してみましょう。

～障がいのあるお子さまのために～
●手帳について

●手当および公費負担医療制度
　鈴鹿市などで実施している手当や医療費の助成などの経済的なサービスです。

相談 内容 問い合わせ先 受付時間 電話番号

育児相談
乳幼児の子育てや健康・言語（発音・ど
もり）等の発達についての相談です。

健康づくり課

月曜日～金曜日
8：30～17：15

382-2252

子ども相談
18歳までの子どもについて発達などの
全般的な相談です。

子ども家庭支援課 382-9140

福祉の相談 福祉サービスなどの全般的な相談です。 障がい福祉課 382-7626

身体に障がいのある方 身体障害者手帳

知的に障がいのある方 療育手帳

精神に障がいのある方 精神障害者保健福祉手帳

特別児童扶養手当
【障がい福祉課】

精神・知的または身体に障がいのある20歳未満の児童を，自宅で療育している父母などに支給される
手当です（ただし，所得制限があります。）。

自立支援医療費（育成医療）
【障がい福祉課】

身体上の障がいを有する児童（18歳未満）または現存する疾患を放置すると，将来に障がいを残すと
認められる児童に対して，治療に係る医療費の負担軽減を図ることが目的として行われる事業です（た
だし，市民税額（所得割）に応じて費用の負担があります。）。

小児慢性特定疾病医療費助成
【三重県鈴鹿保健所　地域保健課】
TEL　059-382-8673

県内の18歳未満の児童等を対象に，小児慢性特定疾病（14疾患群704疾病）にかかる高額な医療
費の負担を軽減するため，助成を行っています。各疾病ごとに状態の程度（対象基準）が定められて
いますので，主治医と相談の上，保健所等へ申請してください。
（ただし，市民税額（所得割）に応じて費用の負担があります。）

　障がいの内容や程度に応じて区分されています。

手帳を取得することで，さまざまなサービス（医療費

の助成・福祉サービス）が受けられます。

問い合わせ先 　障がい福祉課　TEL：382-7626　　FAX：382-7607

子育て支援
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トゥインクル（こどもサポート鈴鹿内）

●つどいの広場事業
　鈴鹿市では，主に乳幼児（0歳～3歳未満）をもつ親とその子どもが気軽に集い，打ち解けた雰囲気の中で語り合い，交流を図

ることや，ボランティアなどを活用して育児相談などを行う場を身近な地域に設置し，子育てへの負担感の緩和を図り，安心して子育

て・子育ちができる環境を整備し，地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とし，平成27年度から8施設で子育て支援を行っ

ています。

サラダの国（法輪児童館となり）

　温もりのあるおもちゃと家庭的な雰囲気で，お子さんの成
長や力を感じ，一緒に考え喜ぶ場でありたいと思っています。
親も子も一緒に育ち合う場です。

　サラダの国には，ヨーロッパの木のおもちゃと絵本がいっ
ぱい。おうちのリビングにいるようなやさしい空間です。緑
いっぱいのこども広場には，大きな木製遊具や砂場がありま
す。スタッフ一同，皆様のお越しを笑顔でお待ちしています！

プラスドゥ元気っ子（ながさわ保育園内）ハピーの広場(白子クリニック小児科内)

　小児科に診察や健診で来院された方を対象とした支援の
広場です。
　待合室に保育士が常駐し，育児相談，受付時の介助，子
育てに関する情報を提供しています。

　親子でゆったりと過ごせる時間を大切にしています。
お母さん同士が子育てについての話をすることで，気持ち
がホッとしたり，安心できる場にしていきたいと思います。

所在地 桜島町６-20-3【MAP3	C-3】

利用時間 月～金曜日　9:30～14:30

TEL 383-1322　

所在地 長太旭町2-3-6【全	E-3】

利用時間 月～金曜日　9:30～14:30

TEL 385-7676

所在地 南江島町6-17【MAP4	E-1】

利用時間
月・火・木・金曜日　
9：00～13：00，14：00～17：00
土曜日　9：00～13：00，14：00～16：00

TEL 388-7717（ハピールーム）

所在地 長澤町1095【全	B-2】

利用時間 月～金曜日　9:30～14:30

TEL 371-0151

スタッフの声

スタッフの声

スタッフの声

スタッフの声
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子育て支援センターへ行ってみよう！！

　りんりんは，未就学の乳幼児親子が利用できる独立型子
育て支援センターです。子育ての悩みや喜びを分かち合え
る場，親子が楽しく安心して遊べる場を提供しています。
子育て相談・電話相談も行っています。

　ハーモニーは，ひとつの部屋をいろんなコーナーで区切っ
てあるので，アットホームな雰囲気の中で，ゆったりと遊ん
でもらえます。
広い園庭では，園児との関わりを持つことができ，まねして
遊んだり室内とはまた違った遊びが楽しめます。

所在地
十宮町283（河曲保育所内）

【MAP2 D-1】

利用時間 9:30 ～ 15:00

休館日
土，日，祝日，第２，４金曜日，年末年始

（12月28日～ 1月3日）

TEL 383-1643

相談専用TEL 383-7750（9:00 ～ 15:00）

所在地 御薗町4135-124【全 C-4】

対象 小学就学前の子どもと保護者

利用時間 9:30 ～ 16:30

休館日
日，月，祝日・毎月第2火曜日・年末年始

（12月28日～ 1月3日）
駐車場 43台

TEL 372-3303

相談専用TEL 372-3338（8:30 ～ 17:15）

※開館中でも貸し切りにより，利用できない日がありますのでお

問い合わせください。

　りんりんは，鈴鹿サーキットの南側にあり，周りには田園が広

がる閑清な場所にあります。施設の中には広々としたプレイルー

ムがあり，たくさんの手作りおもちゃやままごとコーナー・絵本

コーナーなど，子どもや保護者が楽しく過ごしていただける施設

です。戸外には滑り台などの遊具が設置され，砂場コーナーも

あり，小さなお子さんも安心して遊べます。

　就学前の子どもと保護者の方が気軽に立ち寄り，自由に遊べ

る施設です。また，保育士・保健師が子育て相談にも応じてい

ます。

　ハーモニーは，市立河曲保育所に併設した子育て支援センター

で，スタッフが作った手作りおもちゃなどがあり，ぬくもりが感じ

られるスペースです。

　また，保育所で遊ぶ園児と交流したり，保育所の生活を見学

できたりします。

　毎月第 2 金曜日は制作を中心とした「けろっぴ教室」を開催

しています（予約は不要です。）。

　鈴鹿市には子育て支援センターが 2 カ所あります！　平成 16 年に独立型子育て支援センターりんりんが設立され，平成 23 年に

は保育所併設型子育て支援センターハーモニーが設立されました。

　子どもさんと一緒にお出かけしてみましょう！！

子育て支援センターハーモニー

子育て支援センターりんりん

スタッフの声

スタッフの声

お出かけ情報

お
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●児童センター
　児童センターは，遊びを通して子どもの健全育成を図り，子ど

も一人ひとりの人権をはぐくむための事業を実施しています。

一ノ宮団地児童センター 玉垣児童センター

本や絵本に出会える場所に行ってみよう！
　図書館（本館・江島分館）では，楽しく本や絵

本に親しんでもらえるように，ボランティア団体に

よる「絵本の読み聞かせ」などさまざま活動を行っ

ています。

　小さな時期から絵本に触れ，想像する楽しい世

界を作ってみてください。

　また，赤ちゃんから貸出カードを作ることができ，

１人５冊まで２週間借りられます。

　江島分館は，主に小学生以下を対象とした児童

図書を多く所蔵し，閲覧室はカーペット敷きで小さ

なお子様でも安心してご利用いただけます。また，

多目的トイレ内におむつ替えシートを新設しました

ので，ご活用ください。

所 在 地：中江島町3-27【MAP4	E-1】

T E L：387-0665
開館時間：土～木曜　9：00～ 17：00
おはなし会：第１木曜日，第２土曜日の月２回

図書館本館

江島分館

利用時間：4月～9月/9:00～ 18:00
　　　　		10月～3月/9:00～ 17:00
対　　象：0歳から18歳までの児童
休 館 日：日，月曜日，祝日（祝日が月曜日にあたるときは

火曜日），12月29日～1月3日

所在地：一ノ宮町500-48【全	D-3】

T E L：382-6328

所在地：東玉垣町527-1【MAP3	E-1】

T E L：382-5883

所 在 地：飯野寺家町812【MAP2	B-4】

T E L：382-0347
開館時間：月～木曜　9：00～ 19：00
　　　　　土･日･祝日　9：00～ 17：00
おはなし会：第１・３・４土曜日，第２日曜日，

第２木曜日の月５回

休館日	 毎週金曜日，第1火曜日(1月を除く），12月29日～1月4日，特別整理期間

●図書館

お
出
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スマイルキッズ（竹野の森こども園内） 愛あい（ぐみの木ほいくえん内）

　スマイルキッズの施設周
辺は自然豊かな環境です。
駐車スペースにも余裕があ
りますので，いつでも気軽
にお越しください。
　飲食用のスペースもあり，
昼食等を持参してゆっくり
と遊べます。また，月・金
曜日については事前予約に
より，サークル専用の開放
も可能ですのでお問い合わ
せください。

　愛あいでは，木の香りが
残るホールで曜日別に年齢
をわけ同年齢の子ども同士
がふれあえます。また，の
びのび楽しめるような多彩
な活動や，親子クッキング
も体験できます。保育士と
ボランティアママとでたくさ
んの親子の参加をお待ちし
ています。

おひさま 乳幼児ママのホッとスペース

　おひさまでは，ベビーマッ
サージをはじめいろいろな
取り組みを行っています。
また，サークル活動をされ
ている方への場所の提供を
行っています。
　アットホームな空間で，お
子さんと一緒にゆったりと
過ごしてみてください。

　子育てを１人で背負い込

んでいるママたちが，ちょっ

と肩の力を抜ける場所にな

るように，スタッフでサポー

トしています。この場所で，

しっかり休んだり，気の合う

仲間やスタッフを見つけて

もらえたら幸いです。

所在地
竹野町305-2
【MAP1	E-2】

利用時間
月～金曜日
9:30～15:00

TEL 384-3215　

所在地 安塚町787-3【MAP2	C-5】

利用時間 月～金曜日　9:00～14:00

TEL 381-1333

所在地 算所2-1-20【MAP1	D-4】

利用時間 月～金曜日　9:00～14:00

TEL 379-0180

所在地 稲生3-8-2【MAP4	A-1】

利用時間 月～金曜日　10:00～15:00

TEL 386-2539　

スタッフの声

スタッフの声

スタッフの声

スタッフの声

お出かけ情報
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　さまざまな催しが開かれることでよく知られている公園です。
近隣にショッピングセンターがあり，買い物の合間に子どもたち
を遊ばせる様子も数多く見受けられます。噴水が動く夏季にな
ると，涼感を求める人でにぎわいます。  

弁天山公園

　管理棟付近の開けた広場群とは一転，自然観察園へ足を延ば
すと，里山の風景が広がります。街中であまり見かけない種類
の虫や，アケビや栗，ガマといった里山の植物が見られるなど，
子どもたちの冒険心をくすぐる公園です。ぜひ自然観察園のあ
る公園の奥まで探検してみてください。

深谷公園

　南北二つのゾーンに分かれた公園です。お菓子がモチーフの
かわいい複合遊具や水景施設，広い多目的芝生広場がある北側
の B ゾーンがお子様連れの家族には好評です。
　海辺にあり，公園と堤防をつなぐデッキからは伊勢湾が一望で
きる，潮の香り漂う公園です。      

箕田公園

　ひときわ高い場所で子どもたちを迎える，コンビネーション遊
具のピノキオが印象的な公園です。よく見ると，船に乗って海を
旅しているようです。物語でピノキオを飲み込んでしまうクジラ
もいますので探してみてくださいね。
　広々とした広場もあり，遠足の目的地としても人気のある公園
です。

高岡山中央公園

5

76

4

算所二丁目地内　MAP1 D-4 下箕田二丁目地内　全 E-4

八野町地内　全 B-4 高岡台四丁目地内　全 D-3
管理棟の横のみ
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　四季折々の花が色鮮やかに咲く東西のエントランス広場が特
徴の公園ですが，園内を探索してみると，果物のなる木やハー
ブが植えてあったり，秋にはドングリやトチの実が落ちていたり
と新たな発見があるかもしれません。
　子どもたちには，市内最長のローラースライダーが組み込ま
れた大きな複合遊具が不動の人気です。また，幼児向けの遊具
も充実しています。

鈴鹿フラワーパーク

　幼児向けの遊具を集めたちびっこ広場が人気です。周囲に柵
があり，安心して小さな子どもたちを遊ばせることができます。
駐車場・遊具・トイレが近い位置にまとまっており，小さな子ど
もを連れての利用にはとても便利です。
　春には，公園となる以前からこの地にあった，とても大きな桜
の古木が花を咲かせ，多くの花見客でにぎわいます。

桜の森公園

　鈴鹿市上下水道局に隣接する公園です。駐車場に近いエリア
に遊具広場があり，ユーモラスなカエルの複合遊具から伸びる
ターザンロープが人気です。
　夏は奥にある水景施設のせせらぎが涼しさを演出しています。

御座池公園

●市内の公園

問い合わせ先 　市街地整備課
　　　　　　　　　  TEL：382-9027　FAX：382-7615

　市内には大きなものから小さなものまで，およそ350

の都市公園があります。

　カラフルでユニークな大型の遊具がある公園もあれば，

思いっきり駆け回れる広々とした広場がある公園もあり，公

園ごとにいろいろな特徴があります。

　主な公園の特徴をご紹介しますので，天気の良い日にお

友だち同士や家族でお出かけして，お気に入りの公園をみ

つけてくださいね。

1

南玉垣町地内　MAP3 E-3

32

加佐登町地内　全 C-3 寺家町地内　MAP4 C-2

凡例
一般トイレ

駐車場

多目的トイレ

水道 おむつ替えコーナー
（多目的トイレ内）

第 2トイレのみ
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名称 詳細 期間 場所（地図座標） アクセス 問い合わせ先 入場料

石垣池公園
市民プール

石垣池公園の中にあり，
50mコースのほか幼児
用の滑り台のついたプー
ルがあります

7月1日～
8月31日
9:00 ～
17:00　

桜島町7-1-3
（MAP3 B-2）

三重交通バス「石
垣池公園」下車徒
歩5分・「野町」下
車徒歩10分，伊
勢鉄道「玉垣」下
車徒歩5分

TEL
383-9010

大人
2時間210円
中学生以下
2時間100円

■市内のプール

内容 詳細 場所（地図座標） アクセス 問い合わせ先

桜 椿大神社/鍋川沿い 山本町1871
（全 B-1）

C-BUS「椿大神社」下
車すぐ

371-1515
（椿大神社）

つつじ 稲生山／数千本の紫つつじ 稲生西2-24-20
（全 D-4）

伊勢鉄道「鈴鹿サーキッ
ト稲生駅」下車徒歩5分

386-4852
（伊奈冨神社）

渓谷 小岐須渓谷／夏にはキャンプ，バー
ベキュー，川遊びをする家族連れで
にぎわいます。

小岐須町地内
（全 A-1）

C‐BUS「小岐須渓谷口」
下車徒歩30分

371-0029
（鈴鹿山渓観光協会）

もみじ 荒神山／もみじ 高塚町1777
（全 C-3）

C‐BUS「荒神山・フラ
ワーパーク」「荒神山口」
下車

379-0331
（荒神山観音寺）

■自然にふれよう

稲生山のつつじ 小岐須渓谷
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名称 詳細 場所（地図座標）

⑧神戸公園 神戸城の石垣や堀が園内に残り，市内北部にある高岡城跡公園とと
もに歴史愛好家に知られています。また，市内の公園の中でもとり
わけ古い公園のひとつです。
遊具ではちょっとレトロな石の山が注目です。土管をくぐったり，山
を滑りおりたり昭和を感じる遊具です。

神戸五丁目地内
（MAP2 C-3）

⑨桜島公園 公園の約半分をもともとあった丘と林が占めており，街中にありなが
ら自然の中でのアクティブな遊びができる公園になっています。ア
スレチック系の遊具も多めに配置されていますので，活動的な子ど
もにとってはうれしい公園です。

桜島町一丁目地内
（MAP3 C-3）

⑩自由ヶ丘公園 自然林を含む自由ヶ丘団地の憩いの場です。遊具と広い多目的広
場で，のんびりした時間をすごしてみてはいかがですか。

自由ヶ丘二丁目地内
（全 C-2）

⑪江島公園 箕田公園と同じく，堤防に隣接する公園です。堤防につながるデッ
キに出ると伊勢湾が広がります。大型の複合遊具や大きな広場もあ
り，のびのびと子どもたちを遊ばせることができます。

東江島町地内
（全 D-4）

⑫江島総合スポーツ公園
問い合わせ
ＴＥＬ：３８８-0622（武道館）

市立武道館に隣接する公園です。公園の真ん中あたり，築山を利用
した遊具のある芝生広場が子どもたちには人気です。また，広々と
した広場がたくさんありますので，かけっこなど活発に動き回るのに
適した公園です。

江島台二丁目地内
（MAP3 E-5）

⑬鼓ヶ浦サン・スポーツランド
問い合わせ
ＴＥＬ：３８6-3745

（鼓ヶ浦サン・スポーツランド
管理事務所）

入口付近にあるスポーツ施設の印象が強いですが，公園の奥まで足
をのばすと，遊具ゾーンに到達します。

寺家三丁目地内　
（MAP4 D-4）

⑭石垣池公園
問い合わせ
ＴＥＬ：３８3-9010

（石垣池公園管理事務所）

園内の多くをスポーツ施設が占めますが，とても広い公園なので，
芝生広場など遊び場所もたっぷりあります。

桜島町七丁目地内
（MAP3 B-2）

⑮海のみえる岸岡山緑地 展望台からは伊勢湾やはるか対岸の知多半島・渥美半島が見渡せま
す。林の間をくぐり抜けて探検もできます。また，園内にはデイキャ
ンプ施設があり，お友だちや家族でバーベキューするのもこの緑地
の楽しみ方のひとつです。

岸岡町地内
（全 E-4）

⑯鈴鹿川河川緑地
問い合わせ
ＴＥＬ：３７０-8099

（河川防災センター）

運動施設が中心ですが，バーベキューのできる広場もありますので，
家族やお友だち同士で楽しんでみてはいかがですか。広場の周辺に
は幼児向けの遊具もあります。

庄野町地内
（MAP1 C-2）

⑰鈴鹿青少年の森
問い合わせ
ＴＥＬ：３７8-2946

（鈴鹿青少年の森受付事務所）

鈴鹿サーキットの隣に位置する緑豊かな公園で散策路グラウンド，
キャンプ場などがあります。

住吉町地内
（全 C-4）

名称 詳細 期間 場所（地図座標） アクセス 問い合わせ先

鼓ヶ浦海水浴場

…期間中駐車場有料

白砂青松が連なる海水浴
場。遠浅で家族連れに人
気があります。

7月上旬～
8月中旬　

寺家三丁目地内
（MAP4 D-4）

近鉄「鼓ヶ浦」
下車徒歩10分

TEL：380-5595
（鈴鹿市観光協会）

千代崎海水浴場

…期間中駐車場有料

三重県最北に位置する海
水浴場。北側の突堤では
釣りも楽しめます。

7月上旬～
8月中旬

南若松町地内
（全 E-4）

近鉄「千代崎」
下車徒歩5分

TEL：380-5595
（鈴鹿市観光協会）

■市内の海水浴場
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急な病気＆けがの心構え

鈴鹿市応急診療所
　休日や夜間の急な病気の時に，応急診療所で応急診療を受けることができます。午後の診療開始時間は13:00の予定ですが，

変更となる場合や診療可能な状況等の確認のため，必ず事前に電話してください。

三重県救急医療情報センターコールセンター
■TEL　382-1199（いい救急）

■インターネットによる医療機関案内（医療ネットみえ）

パソコン　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/

携帯電話　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k

■音声・FAX自動案内：0800-100-1199（通話料無料）

子
ど
も
の
安
全
＆
安
心

昼
間
診
療

診療日 診療科 受付時間 診療時間 必要な物 問い合わせ先

日曜日
祝日
年末年始

内科
小児科

9:00～16:00
9:30～12:00
13:00～16:30

・保険証
・福祉医療費受給資格証
・診療費
・お薬手帳
・高齢受給者証

TEL：382-5066
FAX：382-7740

【MAP2	B-3】
夜
間

診
療 毎日

内科
小児科

19:00～22:00 19:30～22:30

　小さなお子さんは，大人が想像しないような病気やけがをすることがあります。緊急の場合は慌てず落ち着いて救急車を呼び適切

な処置をしてもらいましょう。また，緊急でない場合では，日ごろからお子さんの「かかりつけ医」をみつけ，その病院に連絡をし，

医師の指示に従って行動しましょう。

　「かかりつけ医」の都合が悪いときや，夜間の場合には下記のコールセンター等をご利用ください。
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防災についてのミニ知識
●赤ちゃん用の非常持ち出し袋を準備しましょう
　赤ちゃん用はいつものお出かけバッグに常備してすぐ手の届くところに置いておきましょう（リュックタイプやショルダータイプがお

勧めです。）。

　以下のものを準備し，チェックにご活用ください。

子どもの安全＆安心

子
ど
も
の
安
全
＆
安
心

①地震のときはまず，赤ちゃんの頭をガード。周りに倒れてくる

ものがない場所に避難を。お母さんがパニックになりそうに

なったら，あわてず深呼吸して冷静になりましょう。赤ちゃん

にも「大丈夫だよ。」と声かけをしてあげてください。

②地震のゆれが一度落ち着いたら，火を消して玄関やドアなど

出口を確保。

③ラジオやテレビで正しい情報を聞いて，今後の行動を冷静に

判断。

④避難するときは，ブレーカーを落とし，落下物に気をつけて外

に出ましょう。持ち出し用のリュックを背負い，両手が使える

ように，抱っこひもを使いましょう。もう片腕には赤ちゃん用バッ

グを持って，必ず靴を履いて出かけましょう。

※上の子がいれば，子ども用リュックのほかにも，お菓子などを

入れたポケットつきのベストなどを着せてもよいでしょう。

※保育園などに預けているお母さんは，先生と連絡の取り方に

ついて確認しておきましょう。

※参考：鈴鹿市防災情報ページ

http://www.city.suzuka.lg.jp/safe/index.html

□	粉ミルク（3日分以上 )	哺乳瓶
□	紙オムツ (3日分以上）
□	飲料水・ミルク用の水（計1リットル）
□	ベビーフード (3日分以上，すぐ食べられる瓶タイプ
が便利）

□	携帯用おしりふき（ウェットティッシュ)
□	タオル，バスタオル
□	赤ちゃん用の着替え(3日分以上）赤ちゃん用の靴
□	離乳食用スプーン

□	母子健康手帳・健康保険証
□	おやつ，おもちゃ
□	抱っこひも
□	カイロ（ミルクなどの温めに使えます）
□	ネームタグ（保護者の氏名・連絡先・血液型・アレルギー
の有無を記入，家族の写真）

※ベビーカーでの避難は避けましょう。がれきなどにより途中で使用できなく
なってしまうことがあります。

●連絡方法や避難場所等地域の確認
　家族などとの連絡方法や集合場所を確認しましょう。

●地震がおきたときのお母さんの心構え

家族の名前 連絡先 電話番号

避難場所 電話番号 備考

連絡先 電話番号
鈴鹿市役所（代表） 382-1100
消防・火災・救急通報 119
鈴鹿市上下水道局 368-1696
鈴鹿警察署（代表） 380-0110
警察・緊急通報 110
中部電力 0120-985-342
NTT 113
災害用伝言ダイヤル 171

緊急連絡先緊急連絡先
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DV相談
〈内容〉DVに関すること
〈受付時間〉月～金曜日
　　　　　  9:00 ～ 17:00

三重県警察本部
059-222-0110

女性のための電話相談
〈内容〉家庭や地域での人間関係，職
場でのセクハラ，夫や恋人からの暴力，
生き方や心の悩みなどについて

〈受付時間〉火・木・金曜日
　　　　　 10:00 ～ 12:00
　　　　　 13:00 ～ 16:00

男女共同参画課
381-3118（直通）
※第4金曜，休館日除く

　主任児童委員は，厚生労働大臣から委嘱された民生委員・児童委員のうち児童に関することを専門的に担当するよう指名を受けた

委員で，市内の小学校区毎に１～２人配置されています。地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように見守りや，子どものい

る家庭の子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援を行っています。

　また，母子保健制度や育児についての身近な相談役としての母子保健地域推進員やこんにちは赤ちゃん訪問員としても活動してい

ます。

　相談の秘密は守られますので，安心して困りごとをご相談ください。

相談内容 問い合わせ先

子どものこころに関する相談
〈対象〉18歳までの子ども
〈内容〉学校または家庭で問題・訴え・
悩みをもつお子さんのこころの問題に
関すること

〈受付時間〉月～金曜日
　　　　　  9:00 ～ 17:00
　　　　　（12:00～13:00は除く）

〈対応〉相談員，心理職，福祉職，保健師，
ケースワーカー，教員など

三重県小児心療センターあ
すなろ学園　医療連携室
059-235-5556

●こころ・からだに関する相談

相談内容 問い合わせ先

母子相談
〈内容〉ひとり親家庭についての全般
的な相談に関すること

〈受付時間〉月～金曜日
　　　　　  8:30 ～ 17:15

子ども政策課
382-7661 

女性（DV）相談
〈内容〉女性が抱えるいろいろな相談
に関すること

〈受付時間〉月～金曜日
　　　　　  8:30 ～ 17:15

子ども家庭支援課
382-9140

障害に関する総合的な相談　
〈内容〉身体・知的・精神に障がいの
ある方の生活や福祉に関すること

〈受付時間〉月～金曜日
　　　　　  9:00 ～ 16:00

障害者総合相談
支援センターあい
059-381-1035

※夜間・土日祝日は，緊急
時のみ（転送対応）
9:00 ～ 16:00

ひきこもり・依存症に関する相談
〈受付時間〉毎週水曜日
　　　　　  13:00 ～ 16:00
　　　　　  （祝日，年末年始を除く）

三重県こころの健康セン
ター
059-253-7826
※専門面接相談（予約制）
については電話で問い合
わせください。

●女性に関する相談

相談内容 問い合わせ先

各
種
相
談

●赤ちゃんがほしい

内　　容 詳　　細 問い合わせ先

三重県不妊専門相談センター 電話による不妊に関する相談や情報提供を行います。 059-211-0041
毎週火曜日10:00 ～ 20:00

不妊治療費の助成（県の制度） 特定不妊治療を受けられた方に費用の一部を助成します。 鈴鹿保健所　382-8673
子ども政策課　382-7661

不妊治療費の助成（市の制度） 不妊治療を行っている方に，対象治療費を助成します。 子ども政策課　382-7661

●主任児童委員（民生委員・児童委員） 問い合わせ先 　健康福祉政策課　TEL：３８２-９０１２

相談内容 問い合わせ先
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●子育てに関する相談

各種相談
一人で悩まず，まず相談

●医療に関する相談

保育所（園）・幼稚園に関する相談
〈対象〉乳幼児と保護者
〈内容〉入所，入園に関すること
〈受付時間〉月～金曜日　8:30～17:15
〈対応〉保育士，幼稚園教諭，栄養士

子ども育成課
382-7606

公立小・中学校に関する相談
〈対象〉15歳未満の児童と保護者
〈内容〉入学に関すること
〈受付時間〉月～金曜日　8:30～17:15

学校教育課
382-7618

青少年と家庭の相談
〈対象〉18歳未満の青少年と保護者
〈内容〉青少年の悩み事や困りごと（学校，
将来など）に対応しています。また，ご家族
や友人，先生等の相談
〈受付時間〉月～金曜日　9:00～17:00
〈対応〉少年指導員

三重県警
少年相談窓口
0120-41-7867

少年サポートセンター
〈対象〉20歳未満の少年と保護者，関係者
〈内容〉学校や家庭の問題，交友，健康問題
〈受付時間〉月～金曜日　9:00～17:00
〈対応〉少年指導員

北勢少年サポートセ
ンター
（四日市南署内）
059-354-7867

相談内容 問い合わせ先

子ども・子育てに関する相談
〈対象〉18歳までの児童と保護者
〈内容〉18歳までの子どもについての子育
て相談，家庭関係，子どもの虐待，不登校，
いじめに関する相談
〈受付時間〉月～金曜日　8:30～17:15
〈対応〉保健師，教員，保育士，相談員

子ども家庭支援課
382-9140

育児相談
〈対象〉乳幼児と保護者
〈内容〉発育，発達，言語（発音・どもり），食事，
歯など育児に関すること
〈受付時間〉月～金曜日　8:30～17:15
〈対応〉保健師，栄養士

健康づくり課
382-2252

育児相談
〈対象〉乳幼児と保護者
〈内容〉乳幼児の育児，子育てに関すること
〈受付時間〉火～土曜日　8:30～17:15
〈対応〉保健師，保育士

子育て支援センター
りんりん
372-3338

育児相談
〈対象〉乳幼児と保護者
〈内容〉乳幼児の育児，子育てに関すること
〈受付時間〉月～金曜日　9:00～15:00
〈対応〉保育士

子育て支援センター
ハーモニー
383-7750

各
種
相
談

相談内容 問い合わせ先

予防接種に関する相談
〈内容〉予防接種に関する専門的なこと
〈受付時間〉毎週火，金曜日
　　　　　	10:00～12:00
　　　　　	13:00～16:00

三重県予防接種センター
（三重病院内）
059-236-4155

みえ子ども医療ダイヤル
〈対象〉18歳未満の子どもおよびそ
の家族
〈内容〉子どもの病気・薬・事故に関
すること
〈受付時間〉
毎日19:30～翌朝8:00まで
〈対応〉医療関係の専門相談員

三重県

相談電話番号
「＃8000」番
ダイヤル式・IP電話
059-232-9955

相談内容 問い合わせ先 相談内容 問い合わせ先
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サラダの国

三重銀行

石薬師保育園

第２石薬師保育園

岸田保育園

かもめ保育園

宮建

第三銀行

三重銀行

第三銀行

鈴鹿
メディアパーク栴檀保育園

第2すずかきしおか幼稚園

どうはく幼稚園

（株）やまぜんホームズ
鈴鹿ショールーム

百五銀行

三重銀行

三重銀行

徳田塾

富士ゼロックス
マニュファクチュアリング（株）

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年9月7日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
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富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社 御中

複合機製品部品製造販売 全体索引図 B-2

■富士ゼロックス三重株式会社
■TEL:059-228-7561
■URL:http://www.fujixerox.co.jp/mex/ ■津市栄町1-817

■富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社
■TEL:059-371-8888
■URL:http://www.fxmfg.co.jp/ ■鈴鹿市伊船町1900
■営業時間／8:30～17:15
■定休日／土日、工場カレンダーによる休日

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2017年2月10日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
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徳田塾 御中

学習塾 全体索引図 C-3

家庭教師型、グループ塾

徳田塾
実力をつけたい人、学び方に迷った人、成績を上げたい人一
緒に勉強しましょう。少人数だから個別指導もでき、学年を
越えて復習・先行学習もできます。実力をつけましょう。

■鈴鹿市高塚町1451-40
■TEL:059-373-4106 ■FAX:059-373-4106
■営業時間／16:00～22:00 （テスト前延長有）
■定休日／金曜・日曜・祝日（テスト前変更有）

あり
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■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年9月14日
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株式会社三重銀行 御中

銀行 詳細MAP2図 C‐2

地域とともに みなさまとともに

三重銀行
鈴鹿市内に10店舗。笑顔でみなさまをお迎えしています。
鈴鹿支店・白子支店・旭が丘支店・千代崎支店・鈴鹿中央支店・
平田町駅前支店・長太支店・石薬師支店・玉垣支店・鈴峰支店

■本店：四日市市西新地7-8
■TEL:059-353-3111 ■FAX:059-353-2916
■営業時間／9:00～15:00
■定休日／土曜・日曜・祝日
■URL:http://www.miebank.co.jp

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済

0～5歳児対象  定員120名
保育時間7～18時（土曜12時）まで
週1回園庭開放（ひよこクラブ）

一時保育、障害児保育に関しても
ご相談ください

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

059－227－2807

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：
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岸田保育園 御中 初校原稿

鈴鹿市子育て応援ブック

鈴鹿市子育て応援ブック
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年8月30日
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宮建 御中

建築・リフォーム・外構工事 全体索引図 E‐4
自由設計住宅

木造一般住宅を取り扱っています。
新築、リフォーム、外構工事の事なら、お問い合わせ下さい。

■鈴鹿市若松西1-29-13
■TEL:059-385-5797 ■FAX:059-385-5797
■定休日／日曜
■URL:http://www.miyaken-suzuka.com
■E-mail:info@miyaken-suzuka.com あり（3台）

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



国府町

道伯町
道伯

加佐登町

加佐登町

上田町

鈴鹿
川

平野町

庄野羽山

平田町
大池

平田中町

阿古曽町

平田新町

算所

算所町

三日市町

汲川原町

津賀町

庄野町

加佐登

岡田町

庄野東

庄野町

庄野共進
平田

平田本町

弓削

平田東町

弓削町

岡田

三日市

竹野

竹野町

甲斐町

上野町

3丁目

2丁目

1丁目

3丁目

4丁目

2丁目

2丁目3丁目

1丁目

2丁目

1丁目

1丁目

2丁目

3丁目

3丁目

1丁目

2丁目

3丁目
2丁目

2丁目

1丁目

2丁目1丁目
2丁目

1丁目

1丁目

1丁目 1丁目

4丁目

5丁目

3丁目

3丁目

2丁目

2丁目

１

１

汲
川
原
橋

庄野橋

定
五
郎
橋

石丸北

汲川原橋南詰
羽山二丁目

阿古曽町南

大池三丁目２

算所三丁目3

庄野橋東詰

庄野町北

庄野町西

庄野東一丁目

鈴鹿高校東

共進一丁目

汲川原町

庄野町南

加佐登町

上野町

大池二丁目

算所町

算所三丁目１

三日市町南

庄野町

定五郎橋南詰

岡田二丁目

岡田一丁目

牧田小学校前

飯野神社西

甲斐町

加佐登駅

平田町駅

関
西
本
線

近鉄鈴
鹿線

イオンモール鈴鹿

イオンタウン鈴鹿

すずかハンター

飯野高

鈴鹿高

鈴鹿病院

デイサービスセンターベラコリーナ

県立杉の子特別支援学校

鈴鹿庄野局

鈴鹿加佐登局

鈴鹿算所局

ハートピア保育園

白鳩保育園

竹野の森こども園

鈴鹿カーテン

（株）ニッショー鈴鹿支店（株）第一楽器
鈴鹿平田センター

ベリーキッス

朝日楽器

ヨシケイ三重

ベビー＆マタニティ サカタ
（株）フラット

ピタットハウス鈴鹿店

百五銀行

第三銀行
三重銀行

太洋不動産（株）

朝日楽器岡田教室

朝日楽器
すずかハンター教室

竹野の森放課後児童クラブ
スマイルキッズ

牧田保育所

放課後児童クラブ
コスモス 算所保育所

牧田幼稚園

明生小 創徳中

牧田小

清和小

白鳥中

庄野小

鈴鹿中

弁天山公園

児童クラブ
ひこうきぐも

おひさま

児童クラブつくし

鈴鹿川河川緑地

トーマスぼーや保育園
放課後児童クラブ
ひかりっ子

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年8月19日
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太洋不動産株式会社 御中

不動産 詳細MAP1図 D‐3
土地売買・宅地開発・宅地分譲

太洋不動産株式会社
子育て世代の家族に安心な土地を御提供させて頂いておりま
す。不動産に関することは何でもお気軽に御相談ください。
■鈴鹿市岡田2-7-23
■TEL:059-370-0321 ■FAX:059-370-0644
■営業時間／9:30～18:00 ■定休日／無休
■URL:http://www.taiyofudousan.co.jp ■宅建業免許番号 三重県知事（8）第1685号 あり
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■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年8月24日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A

072
007

JSS白子スイミングスクール 御中

習い事 詳細MAP4図 D‐1
楽しく水泳を指導します。

JSS白子スイミングスクール
お子様の健康な体づくりの為にも、スイミングで、習い事の第一歩を始
めてみませんか！笑顔の絶えない元気なスタッフがお待ちしてます。
■鈴鹿市白子町2928-1
■TEL:059-386-1165 ■FAX:059-388-2985
■営業時間／（月・火・木）10:00～20:30、（水・金）10:00～21:45、（土）10:00～19:00
■定休日／日曜 ■URL:http://www.jss-group.co.jp/shiroko/ あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年12月19日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A

073
009

まとばデンタルクリニック 御中

歯科 詳細MAP3図 D‐5
地域の皆様のホームドクターを目指します

まとばデンタルクリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

10:00～13:30 ● ● ● － ● ▲ ▲ ▲
15:00～20:00 ● ● ● － ● ▲ ▲ ▲
※▲:土日祝は10時～14時、15時～19時です。

■鈴鹿市白子町字箱塚280-1
■TEL:059-388-8300
■URL:http://www.matoba-dc.com あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

059－227－2807

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

069
056

株式会社フラット　ピタットハウス 御中 初校原稿

鈴鹿市子育て応援ブック

鈴鹿市子育て応援ブック

2016年12月02日
8RF201H0A

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年12月28日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A

067
065

有限会社鈴鹿カーテン 御中

内装・インテリア 詳細MAP1図 D‐4

カーテンと内装のことなら当店へ

鈴鹿カーテン
お気に入りの色や柄があれば、即座に納得の品をご提供いた
します。内装工事もお気軽にご相談ください。

■鈴鹿市算所2-3-3
■TEL:059-378-0318
■FAX:059-378-3999
■営業時間／8:00～18:00 ■定休日／不定休

あり（5台）

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年8月19日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A

066
021

株式会社ニッショー鈴鹿支店 御中

賃貸不動産仲介業 詳細MAP1図 E‐4
鈴鹿市近郊の賃貸アパート・マンションは

明るく親身な対応でお客様の納得できるお部屋をおさがしし
ます。鈴鹿市とその近郊の物件を多数揃えてお客様の御来店
をお待ちしております。

■鈴鹿市算所5-8-27
■TEL:059-378-8655 ■FAX:059-378-7815
■営業時間／9:30～19:00 ■定休日／水曜
■URL:http://www.nissho-apn.co.jp
■宅建業免許番号 国土交通大臣免許（12）第2018号 あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年11月4日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A

076
044

北伊勢上野信用金庫 御中

信用金庫 詳細MAP2図 B‐3
～地域の皆さまとともに～

住宅ローン・保険・資産運用などに関するご相談を
承っています。お気軽にお問い合わせください。
■鈴鹿市西条4-85
■TEL:059-382-1411
■窓口営業時間／平日9:00～15:00
■ATM利用時間／終日8:00～21:00
■URL:http://www.kitaiseueno-shinkin.jp/ あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年8月19日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A

071
012

太洋不動産株式会社 御中

不動産 詳細MAP1図 D‐3
土地売買・宅地開発・宅地分譲

太洋不動産株式会社
子育て世代の家族に安心な土地を御提供させて頂いておりま
す。不動産に関することは何でもお気軽に御相談ください。
■鈴鹿市岡田2-7-23
■TEL:059-370-0321 ■FAX:059-370-0644
■営業時間／9:30～18:00 ■定休日／無休
■URL:http://www.taiyofudousan.co.jp ■宅建業免許番号 三重県知事（8）第1685号 あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年8月24日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A

072
007

JSS白子スイミングスクール 御中

習い事 詳細MAP4図 D‐1
楽しく水泳を指導します。

JSS白子スイミングスクール
お子様の健康な体づくりの為にも、スイミングで、習い事の第一歩を始
めてみませんか！笑顔の絶えない元気なスタッフがお待ちしてます。
■鈴鹿市白子町2928-1
■TEL:059-386-1165 ■FAX:059-388-2985
■営業時間／（月・火・木）10:00～20:30、（水・金）10:00～21:45、（土）10:00～19:00
■定休日／日曜 ■URL:http://www.jss-group.co.jp/shiroko/ あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年12月19日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A

073
009

まとばデンタルクリニック 御中

歯科 詳細MAP3図 D‐5
地域の皆様のホームドクターを目指します

まとばデンタルクリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

10:00～13:30 ● ● ● － ● ▲ ▲ ▲
15:00～20:00 ● ● ● － ● ▲ ▲ ▲
※▲:土日祝は10時～14時、15時～19時です。

■鈴鹿市白子町字箱塚280-1
■TEL:059-388-8300
■URL:http://www.matoba-dc.com あり
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■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年10月7日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A
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住友電装株式会社 御中

ハーネス用部品・電線類の製造 詳細MAP3図 A‐1

～つなげる未来・つなげる技術～

自動車用ワイヤーハーネスをはじめ、電気自動車・ハイブリ
ッド車用部品、エレクトロニクス製品など時代のニーズに合
わせた製品を提供しています。

■鈴鹿市三日市町字中之池1820
■TEL:059-382-8700 ■FAX:059-382-9089
■営業時間／8:30～17:15 ■URL:http://www.sws.co.jp

「住友電装は2017年に創業100周年を迎えます」

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年9月2日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A
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株式会社ＡＤＩ 御中

住まい建設・不動産 詳細MAP3図 C‐3
住まいの設計・建設・不動産

一級建築士による建築設計業務
住まい・店舗等の建設業務
土地・建物の不動産買取・販売

■鈴鹿市桜島町3-11-2
■TEL:059-380-3077 ■FAX:059-380-3088
■営業時間／8:30～18:00 ■定休日／不定休
■URL:http://www.adi.mie.jp ■E-mail:home@adi.mie.jp
■FD:0120-180-811 ■宅建業免許番号 三重県知事（1）第3325号 あり

059－227－2807
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■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年8月19日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A
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太洋不動産株式会社 御中

不動産 詳細MAP1図 D‐3
土地売買・宅地開発・宅地分譲

太洋不動産株式会社
子育て世代の家族に安心な土地を御提供させて頂いておりま
す。不動産に関することは何でもお気軽に御相談ください。
■鈴鹿市岡田2-7-23
■TEL:059-370-0321 ■FAX:059-370-0644
■営業時間／9:30～18:00 ■定休日／無休
■URL:http://www.taiyofudousan.co.jp ■宅建業免許番号 三重県知事（8）第1685号 あり

059－227－2807
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■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年8月24日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
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JSS白子スイミングスクール 御中

習い事 詳細MAP4図 D‐1
楽しく水泳を指導します。

JSS白子スイミングスクール
お子様の健康な体づくりの為にも、スイミングで、習い事の第一歩を始
めてみませんか！笑顔の絶えない元気なスタッフがお待ちしてます。
■鈴鹿市白子町2928-1
■TEL:059-386-1165 ■FAX:059-388-2985
■営業時間／（月・火・木）10:00～20:30、（水・金）10:00～21:45、（土）10:00～19:00
■定休日／日曜 ■URL:http://www.jss-group.co.jp/shiroko/ あり
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■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年12月19日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
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まとばデンタルクリニック 御中

歯科 詳細MAP3図 D‐5
地域の皆様のホームドクターを目指します

まとばデンタルクリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

10:00～13:30 ● ● ● － ● ▲ ▲ ▲
15:00～20:00 ● ● ● － ● ▲ ▲ ▲
※▲:土日祝は10時～14時、15時～19時です。

■鈴鹿市白子町字箱塚280-1
■TEL:059-388-8300
■URL:http://www.matoba-dc.com あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年10月13日
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あかつか歯科クリニック 御中

歯科 詳細MAP4図 A‐5

地域の皆様のお口の健康をサポート

あかつか歯科クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:30～13:00 ● ● ● － ● ● － －

15:00～19:00 ● ● ● － ● ● － －

【診療科目】
歯科、小児歯科、矯正歯科

※キッズコーナーあり。

■鈴鹿市秋永町775-1
■TEL:059-380-4618
■URL:http://akatsuka-dc.jp あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年12月5日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A
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ひがし小児・矯正歯科クリニック 御中

歯科 詳細MAP4図 B‐1

家族全員定期健診を受けましょう

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● － ● ● － －

14:00～18:00 ● ● ● － ● ● － －

【診療科目】
小児歯科、矯正歯科

※予約制

■鈴鹿市野村町167-1
■TEL:059-389-6480

あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年8月23日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A
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株式会社ニッショー鈴鹿白子支店 御中

賃貸不動産仲介業 詳細MAP4図 E‐1
賃貸不動産専門店

鈴鹿市内全域の物件をお値打ち物件から新築物件までかなり
幅広く取扱っております。
詳しくはスタッフまで是非お問合せ下さい。

■鈴鹿市南江島町11-25 メゾンルミエール1F
■TEL:059-373-5211 ■FAX:059-373-5355
■営業時間／9:30～19:00 ■定休日／水曜（1月4日～4月20日は無休）
■URL:http://www.nissho-apn.co.jp ■E-mail:b00065@nissho-apn.co.jp
■宅建業免許番号 国土交通大臣免許（12）第2018号 あり（6台）

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年8月19日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A

071
012

太洋不動産株式会社 御中

不動産 詳細MAP1図 D‐3
土地売買・宅地開発・宅地分譲

太洋不動産株式会社
子育て世代の家族に安心な土地を御提供させて頂いておりま
す。不動産に関することは何でもお気軽に御相談ください。
■鈴鹿市岡田2-7-23
■TEL:059-370-0321 ■FAX:059-370-0644
■営業時間／9:30～18:00 ■定休日／無休
■URL:http://www.taiyofudousan.co.jp ■宅建業免許番号 三重県知事（8）第1685号 あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年8月24日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A

072
007

JSS白子スイミングスクール 御中

習い事 詳細MAP4図 D‐1
楽しく水泳を指導します。

JSS白子スイミングスクール
お子様の健康な体づくりの為にも、スイミングで、習い事の第一歩を始
めてみませんか！笑顔の絶えない元気なスタッフがお待ちしてます。
■鈴鹿市白子町2928-1
■TEL:059-386-1165 ■FAX:059-388-2985
■営業時間／（月・火・木）10:00～20:30、（水・金）10:00～21:45、（土）10:00～19:00
■定休日／日曜 ■URL:http://www.jss-group.co.jp/shiroko/ あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2016年12月19日

鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017
8RF201H0A
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まとばデンタルクリニック 御中

歯科 詳細MAP3図 D‐5
地域の皆様のホームドクターを目指します

まとばデンタルクリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

10:00～13:30 ● ● ● － ● ▲ ▲ ▲
15:00～20:00 ● ● ● － ● ▲ ▲ ▲
※▲:土日祝は10時～14時、15時～19時です。

■鈴鹿市白子町字箱塚280-1
■TEL:059-388-8300
■URL:http://www.matoba-dc.com あり

059－227－2807
鈴鹿市子育て応援ブック すずっこナビ2017

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



本店：〒515－8530 三重県松阪市京町510番地

※ LIＮEは、LIＮE株式会社の商標または登録商標です。

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

鈴鹿市子育て応援ブック

2016年10月13日 001
8RF201H0A 054

株式会社第三銀行 初校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印
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商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

鈴鹿市子育て応援ブック
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8RF201H0A 064

株式会社第一不動産販売 2校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す
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□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印

鈴鹿市子育て応援ブック 059－227－2807
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弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

鈴鹿市子育て応援ブック
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株式会社第三銀行 初校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。
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年 月 日 印
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年 月 日 印
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お 断 り

本文中の地図は弊社2016年10月発行の鈴鹿市住宅
地図データをもとに作成しております。作成には細
心の注意をはらい編集作業を行っておりますが、デー
タ量は膨大であり日々変化する現状と地図面とが一
致しない場合があります。また、目標名称などは見
やすさを優先し正式名称などを一部割愛して表現を
しております。
申し訳ございませんが何卒ご了承くださいますよう
よろしくお願い申し上げます。

⃝行政の業務に関するお問い合わせは、鈴鹿市子ども政策部子ども政策課までご連絡ください。
　※掲載内容は、平成29年4月1日現在のものです。発行後、掲載情報に変更が生じる場合もありますのでご了承ください。
⃝広告内容及び地図内容については、㈱ゼンリンまでお問い合わせください。

問い合わせ先
鈴鹿市 子ども政策部 子ども政策課 〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 TEL 059-382-7661
株式会社ゼンリン 津営業所 〒514-0013 三重県津市海岸町4番12号 TEL 059-227-8426

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分1地方図、2万5千分1地形図及び電子地形図25000を使用した。（承認番号 平26情使、
第244－1127号）」

「この地図の作成に当たっては、三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合発行の「2011三重県共有デジタル地図（数値地形図2500（道路縁1000））」を使
用した。（承認番号　三総合地第168号）」
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

鈴鹿市子育て応援ブック

2016年12月08日 091
8RF201H0A 062

アサヒグローバル株式会社 初校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印
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