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５月に安浦町3丁目16番地に移転をすることになりました。 

国道16号沿いの「本家かまどやしんわ安浦店」の並びです。 

新社屋は、以前、家具屋さんが使用していた5階建てのビルで、

1階をしんわピノキオ保育ランド、3階・4階を臨海セミナー・5階を

居宅支援、訪問介護（在宅・搬送）、訪問看護、として使用しま

す。 

これで、都合5回目の本部移転となります。引越しの際に、電話

がつながりにくくなるなど、利用者の皆様には大変ご迷惑をおか

けいたしますが、更なる介護サービスの充実のこととご理解いた

だき、ご了承の程、宜しくお願い致します。 

 

 

三春町一丁目

ROUTE

国 道

16

安浦町三丁目

県立大学

新社屋

ペンちゃんラーメン

新住所：横須賀市安浦町3-16-4

オープンサービス！ 

ペンちゃんラーメン ￥200 

ペ ン ち ゃ ん 餃 子 ￥200 

よこすか海軍カレー ￥200 

おいなりさん    ￥100 

麺と餃子の皮には“鬱金（ウコン）”を使用しており美味し

いだけではなく食することで健康促進への効果も期待でき

ます。是非お立ち寄りください。  

 

営 業 日：火・水・木 

営業時間：17 時～売切れ次第終了 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 月 14 日ホワイト Day に 

しんわグループのホームページを公開しました 
URL ⇒ http://shinwag.jp/ 

桜の花が今か今かと、花を咲かそうと待っています。 

１年で一番良い季節です。皆さんも春を楽しんでいますか。 

自然は良いですね、嫌なことも忘れさせてくれます。 

暗い話が多いです。皆で元気になってください。 

しんわ本社が久しぶりに移転します。 

安浦町３－１６です。 

森ペンの家から７軒となりです。 

そして、もうひとつのＮｅｗｓ！ 

４月１７日ペンちゃんラーメン屋がＯＰＥＮします。 

営業日は火・水・木の１７：００～２３：００です。 

美味しいですよ。是非ご来店お待ちしています。     森ペン 

会長の近況 

「ペンブログ」も 

頑張って更新して

いきます 

是非ご覧ください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ａｙｕｍｉ Ｃｏｌｕｍｕ 今日この頃

寒さも和らぎ、ようやく春を感じるようになりました。 

東日本大震災から１年が経ちました。今でも東北では、26 万人

以上の方々が仮設住宅で生活しています。昨年の 3 月 11 日を境

に日本は変わりました。横須賀や神奈川県でも被災地を応援しよ

うと、みんなで力を合わせて頑張ってきたと思います。また、震

災後は人々のつながりや絆が大切であることがわかりました。 

東北では、瓦礫の山があります。瓦礫の受入を検討している自

治体もありますが、なかなか瓦礫が減らず、復興にも影響が出て

います。 

また、マグニチュード７級の首都直下地震が今後４年以内に約

70％の確率で発生するという発表もありました。私たちの地域も

何時震災に遭うかわかりません。防災対策として、家族や近所の

方々や町内会などで話し合うことが多くなったと思います。昨年

の震災での体験を今後につなげていくことができたらと思いま

す。 

昨年はサッカーアジアカップでは、日本代表が優勝、女子サッ

カーワールドカップでは、なでしこジャパンが優勝と明るいニュ

ースもあり、元気をもらいました。今年はロンドンオリンピック

が開催されます。日本選手団の金メダルラッシュを期待していま

す。 

私自身は、昨年 4 月の統一地方選挙で結果は当選まで届きませ

んでしたが、皆様の応援や支えもあり嬉しく思います。次回、再

挑戦いたしますので、今後とも、ご支援よろしくお願いします。 

しんわ松崎ホーム 
 

✿ 明治 42 年 3 月 1 日生 103 歳 

✿ 松崎岩地 出身 

✿ 特技  広告の箱作り 

✿ 好きなもの あめ・温泉 

✿ 気持ち良い温泉に入り、あたたかいお茶を

飲みながら,せんべいを食べる日が、最高の

幸せ。 

103 歳とは思えないパワーで風船バレーや

輪投げをし、元気に過ごしています。 

 
 

 

森 歩三 (もり あゆみ) 

昭和 55 年 4 月 5 日生まれ 

市立城北小学校  

湘南学園中・高等学校 

北里大学保健衛生専門学院 

横須賀共済病院 看護師勤務 

㈱ しんわ ホーム 看護師勤務 

現在は・・ 

(有)きたさと 代表取締役 

しんわピノキオ保育ランド経営 

 



 
〒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

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居宅介護支援 訪問介護サービス 訪問看護サービス 通院・外出介助サービス 
・ケアプラン作成  

・介護認定の申請代行 

・調理、洗濯、掃除、買い物  
・食事、排泄、入浴、清拭 

・看護師が訪問  
・必要に応じてリハビリ 

・病院への通院や院内介助  
・病院、施設への入退院に  
・介護タクシー・買い物やお散歩 

デイサービス 福祉用具レンタル・販売 有料老人ホーム しんわピノキオ保育ランド 
・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 

・介護用具全般  
・適した福祉用具選びを提案  
・祝日も営業 

・家庭的なホーム  
・ケアプランは行ないます 

少人数制による行き届いた保育 

働くお母さんはもちろん、お仕事さ

れていない方でもご利用できます

横須賀市安浦町 3-43-17 
TEL:046(854)4990: 

ローソンストア 100 公郷町店 本家かまどやしんわ安浦店 しんわ弁当 しんわ全人クリニック 
24 時間営業・新鮮！安心！  
いつでも 100 円  
横須賀市公郷町 2-11-8 
TEL:046(850)6936 

炊きたてのご飯に出来たて 
のおかずに真心こめて  
横須賀市安浦町 3-24 
TEL:046(820)2780 

・無添加で栄養バランスを  
 考えた和食中心のメニュー 
・糖尿病や腎臓病の方むけの 
 特別メニューもご用意 

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 

しんわクリーンサービス SHINWA フィットネスジム しんわ高橋自動車 しんわ福祉サービス松崎 
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 

☆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 

店長 高橋誠吾  
横須賀市日の出町 3-13 
TEL:046(823)0412 

・ケアプラン・訪問介護 
・デイサービス 温泉が大好評  

静岡県賀茂郡松崎町江奈 574-3 
TEL:0558(43)3100 

しんわハウジング 老人保健施設しんわ走水荘

不動産賃貸・売買・仲介 
・学生さん向けの物件も豊富  
・ベース向賃貸物件募集中 
横須賀市本町 1-15  
TEL：046(826)2326 

家庭生活での自立を支援し、 

穏やかな日常生活を取り戻すお

手伝いをいします。 
横須賀市走水 2-5-6 
TEL:046(876)6066 

  

看護師 
<常勤>月給(正看)320,000円～(准看)285,000～

(夜勤5回含む） 

<パート> 時給(正看)1,600円+夜勤手当10,000円

(准看)1,500円+夜勤手当10,000円

勤 務 ： 週休2日制、勤務時間シフト制 

勤務地： 横須賀市走水 介護老人保健施設しんわ走水荘

新規職員大募集！ 

介護職員 

<常 勤> 月給204,000円～（夜勤5回含む） 

<パート> 時給900円 

勤 務 ：週休2日制、勤務時間シフト制 

勤務地：横須賀・三浦・葉山地区 
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経費節減に役立つうえに、省エネ

ルギーそして環境にも優しい

LED の導入のご案内をさせてい

ただきます。 

無料にて電気代シミュレーション

をさせていただきます。 

お問合せは 

フリーダイヤル

0120-486-680 

またはホームページ

イエス LED で検索

してください。 

株式会社 YES・L     

神奈川県横須賀市安浦町 3-17  http://yesled.jp 

採用情報は、随時ホームページで更新しています。 

下記 URL にアクセスしてご確認ください。

http://shinwag.jp/recruit 
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