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所在地                  

〒238-0012 横須賀市安浦町 3-24 

℡：080-2001-3893 

営業日・時間               

毎日(月～日曜日) ： 11：00～14：00 

ペンちゃんラーメン

うこん麺を使用した
醤油ベースのラーメン

500円

サンマーうこんメン

うこん麺のサンマーメン
野菜たっぷり

500円

かたやきそば

揚麺（うこん麺）に
野菜たっぷり海鮮入りのあんかけ

500円

黄金餃子

うこんを練りこんだ皮で包んだ棒餃子
1皿5本（テイクアウトも出来ます）

250円

海軍カレー

「カレーの街よこすか」の認定を受けたカレーです
金曜カレーの日は「黄金餃子2本」がつきます

500円

いなり

1皿2個（テイクアウトも出来ます）

100円

三春町一丁目

ROUTE

国 道

16

安浦町三丁目

県立大学

ペンちゃんラーメン

駐車場は裏通りにあります

＊毎週金曜日は 

カレーの日 

黄金餃子 2個サービス 

＊毎月 17 日は 

いなりサービスデー 

奥から３台分が 
駐車スペース 



 

 

 

 

 

 

新住所           
〒238-0014 

横須賀市三春町 1-3-1 しんわビル三春 

代表 ℡046-828-5639 

Fax  046-826-2030 

訪問介護 在宅直通：℡046-828-5638 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

Ａｙｕｍｉ Ｃｏｌｕｍｕ 今日この頃

今年は成人の日の大雪からはじまり、寒い冬となりました。3 月に入ると、暖かい

日が続き、桜の開花も例年よりも早くみられました。 

先日、横須賀中央駅前にて、東日本大震災被災地支援募金をおこないました。多く

の方々からの御協力があり、集まった募金は「かながわ自民党」から被災地に届け

られます。 

本当に多くの方々の御協力、暖かいお言葉をいただき有難うございました。 

募金活動をしていて、横須賀中央駅前の人通りが、私が幼少の頃に比べて少なくな

ったように感じました。横須賀市の人口は平成 14 年の 430.314 人から減少し続

け、平成 25 年 3 月 1 日現在で 411.991 人。昨年、藤沢市に人口が抜かれ、平

成 25 年 3 月 1 日現在藤澤市は 416.611 人です。 

今年 6 月に市長選挙があります。前副市長の広川さとみさんが出馬表明をおこない

ます。広川さんは横須賀を再生することを目指しています。元気で明るさがある横

須賀になってほしいと思います。私はしっかりと広川さとみさんを応援します。 

市外から横須賀に訪れた人が、横須賀はいいところだな、安心して生活ができると

ころだな、横須賀に住みたいなと思ってもらえる街となってほしいです。 

三春町一丁目

ROUTE

国 道

16

安浦町三丁目

県立大学

(株)しんわ

三浦藤沢

　

信用金庫

しんわ福祉サービス

三春町1-3-1

 

4月中旬に 

「訪問看護」 

「訪問介護（在宅・搬送）」を移転

することになりました。 

3階建てのビルで、1階は駐車場、

2階・3階をしんわ福祉サービス、

訪問看護、訪問介護（在宅・搬送）

として使用します。 

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。 

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 



タウンニュース 2013 年 3 月 8 日号 

 

医療から看取りまで対応 
しんわグループの住宅型有料老人ホーム 

 
アットホームな雰囲気のホーム（＝武山館） 

家庭的な雰囲気の中でサービスを提供する「しんわグ

ループ」の有料老人ホームでは、認知症や医療依存度

の高い高齢者も受け入れている。医師の往診も充実し、

看取りまで行う。 

住宅型のしんわ武山館（武１-30-24）は、定員 47 人とグ

ループの中でも規模が大きい。ヘルパーは 24 時間常駐

し、入居者の健康面は医師の指示のもと看護師が管理。

市内ではほかに、衣笠や望洋台などにも構え、定員 10

人からの少人数の施設もあります。 

 料金はどの施設でも一律の定額制で、入居金は 10 万

円。なるべく低額で入居できる体制を整えている。これも

グループの理念。介護老人保健施設「しんわ走水荘」と

の連携もできる。 

 

 

面会時間も柔軟「自宅のように過ごせます」 

 民家を改築した施設なので、これ以上無いアットホー

ムな空間です。家族のような入居者様が、毎日笑顔でい

られるようなサービスを心がけています。和気藹々とした

雰囲気で、スタッフも自然と笑顔になります。職員の定着

率が高い理由のひとつだと思います。 

 比較的自由度が高いのも特徴で、ご家族の面会時間

も柔軟に対応しています。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

静岡新聞 

2013 年 3 月 24 日号 

 

 

しんわホーム 
℡：046-807-3366  （あゆみ福祉サービス） 

080-4092-0722（担当：本杉） 

 
横須賀市武 1-30-24（武山館） 

全施設一律定額料金（一例） 

入居金 10 万円 

賃  料  146,000 円（個室）・ 

99,000 円（2 人部屋） 

ホーム一覧 

＜三浦半島地区＞ 

■ハイランド館 ■武山館  

■栄ホーム（衣笠栄町） 

■小原台ホーム ■望洋台ホーム  

■葉山館 ■金田（秀海荘）ホーム 

＜伊豆地区＞ 

■松崎ホーム ■土肥荘 



 
 
 
 
 

 

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可

横須賀市安浦町 3-16 
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 
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 SPORTS ACADEMY 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 

子供から大人まで幅広く健康

をサポート 

横須賀市安浦町 3-17 

TEL:090-9136-4913（担当）

     046-828-5030 （本社）

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 
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〒238-0012 横須賀市安浦町3-16

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

採用情報は、随時ホームペー

ジで更新。下記 URL にアクセス

してご確認ください。 

http://shinwag.jp/recruit

新規職員大募集！ 

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

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 

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 

for 大津

Shell GAS STATION

SHINWA 
ハウジング 

NIPPON 

BASEﾒｲﾝｹﾞｰﾄ 

for 汐入 

ROUTE 16 

for KEIKYU  LINE 

〒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 
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