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元旦のみ休業。○○○×○○○訪問介護(移送)

ご希望により休日も対応可
ご相談下さい。○××××○○訪問介護(在宅)

ご希望により振替の対応可
ご相談下さい。○××××○○

デイサービス
（金田）

電話受付は
12月31日～1月4日の間
お休みとなります。

○×××○○○しんわ弁当

対応商品が限定される場合
があります。○××××○○福祉用具貸与

ご希望により振替の対応可
ご相談下さい。○××××○○訪問入浴

ご希望により振替の対応可
ご相談下さい。○××××○○訪問看護

ご希望により休日も対応可
ご相談下さい。○××××○○

ケアマネジャー
安浦・望洋台
葉山・金田
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早いもので今年も残り1ケ月をきりました。

弊社における各事業部の年末年始の休業日は下記の予定です。

ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

<移送・在宅> 046-828-5639 担当：今澤延行

日頃 しんわ弁当をご利用いただきまして、ありがとうございます。

来年23年1月1日～3日の3日間はお弁当の配達はお休みとなります。

新年度の配達は1月4日からとなります。

＊なお、お弁当のご注文・お問い合わせ等の

電話受付は12月31日(金)～1月4日(火)の間お休みさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、弊社の事情をご賢察の上、ご配慮賜れば幸甚です。

しんわ弁当ご利用者様へ



▼接種期間
平成22年10月１日～平成23年１月31日
（医療機関により接種開始日が遅れる場合があります）

接種の際には事前にご確認ください。

▼早めの接種を
ワクチン接種の効果があらわれるのは、約２週間が必要とされ、
効果の継続は５ケ月程度といわれています。
流行期に間に合うよう12月中旬までに接種しましょう。

▼対 象
市内在住で接種日に６５歳以上の人。
心臓・腎臓・呼吸器機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の
障害のある人で、身体障害者１級の手帳がある人は、６０歳以上の人
（身体障害者手帳を窓口で提示してください）。

▼接種費用
１，５００円（１人１回限り）。
生活保護を受けている人は無料（生活保護受給証明を提出）。

▼接種場所
横須賀市と契約している協力医療機関
▽接種のときには、健康保険証・運転免許証など年齢と住所が確認

できるものを医療機関に提示してください。
接種を受ける人に麻痺や痴呆症状があり、「インフルエンザ予防
接種希望書」に署名や正確な意思表示ができない ときは、家族
が同伴してください。

■ お問い合わせ先
保健所健康づくり課（結核・エイズ・感染症担当）
TEL: 046-822-4317
FAX: 046-822-4874

６５歳以上の方はもちろん
小児・大人の方も

しんわグループのしんわ全人クリニックで
インフルエンザの予防接種が受けれます

△接種費用
６５歳以上 ： 1,500円
大人（１回） ： 3,000円
１３歳未満（２回）： 6,000円

△診療時間
（予防接種は予約をお願いします）

午前9時～12時30分
午後４時～７時
休診：木・土曜午後・日曜・祝日

△場所
しんわ全人クリニック
横須賀市富士見町１－５
TEL ０４６（８２７）１９４０
FAX ０４６（８２７）１９４８

「しんわホーム森崎」閉所のお知らせ

有限会社きたさと

代表取締役 森歩三
拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

このたび当法人で運営しておりました「しんわホーム森崎」を、諸般の事情により、

平成22年12月31日をもって閉所することとなりました。

運営にあたり、これまで皆様方にはひとかたならぬご支援を賜りましたことを、心より

御礼申し上げます。

なお、詳細についてご質問ご意見等ございましたら、ご一報くださいますようお願いい

たします。まずは、ご案内まで。 敬具

＊しんわはホームの設備・建物リフォーム等おこなっていきます。

入居する皆様に住みやすい環境を整えていきますのでご理解ください。



（森ペン） 横須賀市議会報告・・・10月25日～27日民生常任委員会他都市調査報告書

森あゆみ事務所 1月9日に事務所開き
横須賀市安浦町3-24  ℡:046-801-1345

今後の活動

12月21日 選対会議

1月 9日 事務所開き

1月23日 新年のあいさつ

森 歩三（もりあゆみ）

昭和55年4月5日生（30歳）

城北小学校・湘南学園中学・高校

北里大学保健衛生専門学院卒

横須賀共済病院勤務（病棟看護師）

H18.2月しんわ福祉サービス ホーム看護師として勤務

今まで在宅の看護・訪問入浴・ホームの看護師と

して昼夜問わず動いてきました。その経験をもと

に介護・看護・福祉・幼保育園など応援していき

たいと思います。

名前同様に、一歩一歩一歩しっかり成長していき

ます。ぜひ応援してください。
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平成23年1月23日 新春市政報告会 ウェルシティ18時30分

12年間の市議を振り返り、また森ペンの今後の夢を話します。

おおいに期待してください。

鹿児島市

夜間急病センター

鹿児島市の夜間急病センターは、朝７時までの診

療で、設備はその為のもので、医師・X線技師等の

仮眠用部屋も設けていました。駐車場スペースが

少なかった

横須賀市では、次の問題が考えられる

1.診察室・駐車場及び機能面の工夫が大切と考え

ます。

2.歯科医師会と薬剤師会の関係。

3.朝まで診療は必要ない。

佐賀市

消防の広域化について

佐賀県では平成7年に[常備消防を広域圏で再編

することが望ましい」との提言が出されました。

それを受けて、佐賀地域常備消防広域化推進検

討委員会が18市町村で設置されました。その後、

市町村合併などがあり、平成12年４月に佐賀

市・小城市・多久市（合計人口30万人、583

㎢）で「佐賀広域消防局」としてスタートしま

した。

広域化がなぜ成功したか？

①市町村合併の目標があり先に消防の広域化を

おこなったから。

②佐賀市が経済的な負担をしたから。

③防災活動がスムーズになる。それは地形にあ

りました。町が点在していて災害が発生すると

隣の市を通過しておこなっていた。

横須賀市では次の問題が考えられる

1.葉山町との関係が障害と考えられる。

2.横須賀市が経済的負担できるかが問題。

3.ゴミの広域化ができないのに消防は無理だと

考えられる。

熊本市

動物愛護センター
センター長の動物に対する愛情の深さを感じました。

特徴
1.ト殺０を目指している
2.迷子札の発行
3.里親が見つかるまでは、１頭１頭分けて管理して
いる。
4.猫の餌やりのマナーを教えている。

横須賀市も上記の事が出来ると良いと感じました。
横須賀市は犬の捕獲は減少している。新たにアライ
グマ等の問題に取組むことが大切だと感じます。



不動産賃貸・売買・仲介・不動産コンサルティング
（有）SGC
神奈川県知事（2）第24979号

☆学生さん向けの物件も豊富
☆ベース向賃貸物件募集中

〒238-0041 横須賀市本町1-15
TEL：046-826-2326

営業時間：9：00～18：00 休日：日曜日

新規職員大募集！

施設介護職員

資 格 ： ヘルパー2級以上

時 間 ： 24時間4交代制 （週40時間）

給 与 ：月給174,000円～（夜勤手当別途）

勤務地 ： 横須賀・三浦・葉山

介護施設内のお手伝い

資 格 ： 無資格可

時 間 ： 1日３時間以上（応相談）

時 給 ： 820円～

勤務地 ： 横須賀・三浦・葉山

しんわサンセットヒル松崎しんわ高橋自動車SHINWAフィットネスジムしんわクリーンサービス

・デイサービス ・ホーム
温泉が大好評

静岡県賀茂郡松崎町江奈574-3

TEL：0558（43）3100

店長 高橋誠吾

横須賀市日の出町３－１３

TEL:０４６（８２３）０４１２

☆ヨガ教室☆総合格闘技教室

☆マシーントレーニング
横須賀市公郷町2-11-8

TEL：046（８51）1205

生活便利アドバイザー
・草刈り ・買物代行
・荷物運び ・ゴミ処理
・掃除 ・害虫駆除

内科・小児科・リハビリ科
院長 浅賀久照
横須賀市富士見町１－５

TEL：046（827）1940

・無添加で栄養バランスを

考えた和食中心のメニュー

・糖尿病や肥満でお悩みの

特別メニューもご用意

炊きたてのご飯に出来たての
おかず真心こめて
横須賀市安浦町3-24

TEL：046（820）2780

24時間営業・新鮮！安心！
いつでも99円
横須賀市公郷町2-11-8

TEL:046（850）6936

しんわ全人クリニックしんわ弁当本家かまどやしんわ安浦店SHOP99横須賀公郷町店

・日常動作訓練、リハビリ
・入浴
・疾病予防に
・外出、レクレーション

・家庭的なホーム
・ケアプランは行ないます

・介護用具全般
・適した福祉用具選びを提案
・祝日も営業

・病院への通院や院内介助
・病院、施設への入退院に
・買い物やお散歩

デイサービス有料老人ホーム福祉用具レンタル・販売通院・外出介助サービス

・看護師が訪問
・必要に応じてリハビリ

・自宅で安心して入浴
・看護師、ヘルパーが訪問
・タオル・バスタオルは無料

・調理、洗濯、掃除、買い物
・食事、排泄、入浴、清拭

・ケアプラン作成
・介護認定の申請代行

訪問看護サービス訪問入浴サービス訪問介護サービス居宅介護支援

しし んん わわ 福福 祉祉

〒238-0012 横須賀市安浦町3-17

指定居宅介護支援事業所 指定訪問介護事業所 指定訪問看護事業所 指定訪問入浴介護事業所 指定福祉用具貸与事業所

保育士

資 格 ： ～50歳位まで・保育士資格

時 間 ： 7：00～13：00 （3～6時間程度）

時 給 ： 900円+資格手当

勤務地 ： 横須賀市安浦町3-43-17
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