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イナンバー制
制度とは
1.マイ
住民票を有する
る全ての人に
に一人一番号
号のマイナン
ンバー(個人番
番号 12 桁)を割り当て、個人情報を、その番号
号で管
番号制度」。マイナンバ
バーは、一生
生使うものです。番号が漏えいし、不
れる恐れがあ
ある場
理する「共通番
不正に使われ
更されません
んので、大切
切にしてくだ
ださい。
合を除き、変更

2.自分
分のマイナンバーは？
平成
成 27 年 10 月から、住民
月
民票を持つ全
全ての人に、1 人 1 つのマイナンバー(個人番号
号)が通知され
れます。

、住民票の住
住所にマイナ
ナンバーの通
通知が送られ
れます。外国籍
籍でも住民票
票のある方は
は対象となり
ります。
市区町村から、
と異なるとこ
ころにお住ま
まいの方は、お住まいの
の市町村に住
住民票を移してください。
住民票の住所と
の通知後、市
市町村に申請
請すると、身
身分証明書や
や様々なサー
ービスに利用できる個人番
番号カードが
が交付
マイナンバーの
れます。
され
※個人番号カードはイメー
ージです。

（表面）

社会保障
障、税、災害
害対策の行
行政手続きで
で、マイナ
ナンバーが必
必要です。
従業員
員の方は、マイナンバ
バーを会社に提供する
ることとなります。
（平成
成 27 年年末
末調整時～ご協力お願いします）
提供す
する際に『番
番号確認』と
と『本人確認
認』が必要となります
原則的
的には下記の
のいずれかの
の方法で厳格
格に確認しま
ます
・個人
人番号カード
ド(番号確認と本人確認)
)
・通知
知カード(番号確認)と運
運転免許証(本
本人確認)
・住民
民票の写し((番号確認)と
と運転免許証
証(本人確認)
参考資料：内閣官房社会保障
障番号制度

http://w
www.cas.goo.jp/jp/seisak
ku/bangoseiido/

（裏
裏面）

8/1(土）総合格闘技横須賀大会も盛大の中で無事に終わりました。あり
がとうございました。
介護老人保健施設しんわ走水荘は、今年 9 月には 7 年目に入ります。環
境もよく皆様には大変喜ばれています。駐車場も広げました。
スタッフもベテランになってきましたので、しっかりと見守りすること
ができます。
お風呂は地下 85m からの温泉で、メタケイ酸を含んでいますので、湯冷
めがしません。利用者さんは大変喜んでお風呂に入っております。その
おかげなのか風邪をひきにくくなっています。

森ペン
Ｃｏｌｕｍｎ

7 月には、横須賀のケアマネ(居宅)は 16 名、伊豆松崎のケアマネ(居宅)
は 4 名、老健しんわ走水荘は 3 名、総勢 23 名になります。
これからは、訪問介護を充実させていきたいと考えています。
9 月１日から「日本語教室」「英会話教室」をキッチンほたるの隣(安
浦町 3-24)でおこないます。
１．日本語教室
基本は、日本語を話せる方で字を書くことのできない人が対象です。
教え方としては、小学 3 年生までの教科書を使用して、字が書ける
ように教えます。
週 3 回、18:15～19：00。料金は、1 回 300 円。
２．英会話教室
英会話の教室で、日本語の話せる可愛い女性の先生です。
週 3 回、18:15～19:00。料金は、1 回 300 円。
問い合わせ：しんわ本社総務教室担当(TEL：046-828－5030）
ふるさと納税を進めます。
森ペンは西伊豆町のふるさと納税をしています。
納税しますと税金が戻り、納税の半分の商品を選び、後日商品が送られ
てきます。ふるさと納税が町おこしにつながることで応援しています。
皆様もふるさと納税をしてみませんか。
・ふるさと納税した金額から、2000 円を差し引いた金額が確定申告時
に戻ります。（寄付金控除額は所得によって変わります）
町にとって次のことが考えられます
・ふるさと納税された金額から、地元商品代金と送料を除いた金額が町
の財政に使用されます。
・全ての商品は、地元購入ですから、地元産業の売上げが増えます。
しんわは、西伊豆町・松崎町・土肥町のために、町づくりの角度から
応援をします。
まだまだ微力ですが無理をせず焦らず、１歩１歩階段を上がるよう
に前に進んでいきます。
これからやること
１.株式会社しんわアグリを近いうちに作ります。株式会社しんわ
100％出資。代表は、森ペン。
２.農業法人をしっかりと作り事業を行います。
３.目的は、できることの農業をおこないます。荒れた農地を緑に
したい。休耕田も緑にしたい。
４.この地域の特産品をつくりたい。
明日葉・ウコン・ニンニク・しょうが 等

↑ 田んぼの前の会長！お米も作っています

↑ 青紫蘇と赤紫蘇も立派に育ってます ↓

御礼
横須賀市総合体育会館メインアリーナ

セミファイナル（第 7 試合）

情報＆写真提供：ZST 事務局

昨年に続き、横須賀版“格闘技の聖地”横須賀メインアリ
ーナを舞台に繰り広げられた「ZST in YOKOSUKA

○⼭⽥哲也（SHINWA MMA ACADEMY/前 ZST ウェルター級王者） vol.2」。
和太⿎やソーラン踊りの披露、海軍カレーの販売などア
× 1R1 分 44 秒 裸絞め
●チュ・ユンソン（韓国/東天⽩⼭ mos mma）

ットホームな会場の雰囲気のなか始まった本戦８試合
は、ヨコスカっ⼦の度肝を抜く衝撃フィニッシュの連続
となった。
⼤将戦に出陣したのは⼭⽥哲也。ゴングと同時にダッシ
ュで⾶び蹴りをお⾒舞いし、あっと⾔わせた⼭⽥は、昨
年９⽉のＺＳＴ初参戦で秒殺ＫＯ勝利を上げている難
敵、チュ・ユンソンの強打をかいくぐり、テイクダウン。
パンチをねじ込むと、最後はバックチョークで３年連続
となる秒殺勝利をあげた。「横須賀⼤会は、もちろん⾃
分が盛り上げる」と、“横須賀ＭＭＡの星”らしい頼もし
さで主役宣⾔をしてみせた。

「介護職員初任者研修通信講座」受講生募集中
横須賀教室・松崎教室で同時受講生募集中！！

≪横須賀教室≫
日

程

：2015 年 9 月 5(土）～11 月 14(土）

費

用

：95,000 円（税抜）

問合せ

：046-828-5030 株式会社しんわ

研修施設 ：神奈川県横須賀市走水 2-5-6
≪松崎教室≫
日程

：2015 年 9 月 5(土）～11 月 14(土）

費用

：95,000 円（税抜）

問合せ

：0558-43-3100 株式会社しんわ

研修施設：静岡県賀茂郡松崎町江奈 574-3
ホームページしんわグループで検索してください

http://shinwag.jp/

し

ん

▷福祉サービス

わ

る —

ぐ

▷宅配天然水「フレシャス」

・居宅介護支援
・訪問介護・看護サービス
・通院・外出介助サービス
・デイサービス
・福祉用具レンタル・販売

▷有料老人ホーム

天然水の宅配＆無料の家庭用
ウォーターサーバーをお届け
します
富士山のおいしいバナジウム
天然水
046(876)5021

ぷ

▷宅配弁当
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
横須賀市佐原 4-8-23
046(876)7034

▷フィットネス・スポーツジム

▷キッチンほたる

家庭的な雰囲気の中でサービ
ス提供します

子供から大人まで幅広く健康
をサポート

＜ホーム一覧＞
・ハイランド館・武山館
・小原台ホーム
・葉山館・望洋台ホーム
・金田ホーム・佐原ホーム

横須賀市安浦町 3-17
090(9136)4913
046(895)2624

経験豊富なスタッフでおいし
いメニューを作っています。居
酒屋メニューも種類豊富で安
価です
横須賀市安浦町 3-24
046(820)2780

▷老健施設

▷ハウジング

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
046(876)6066

▷保育園

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
046(826)0049

外食産業・酒類・食品・米穀・包装資材卸専門商社

☆業務向け～家庭向け数量対応。
☆何でも揃えます。まずはご相談ください。

中国・和・洋料理食品・調味料・ホテル
病院食品・産業給食材料・油脂類・乾物
食塩各種・中国酒・輸入洋酒・日本酒・ビール
米穀たばこ・割箸・広告マッチ
名入カレンダー・包装用品

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 3-16
横須賀市走水 2-11-4

介護保険のサービス以外で、お困りのどんなことでもお手伝いします

☆草刈・伐採
☆害虫駆除と消毒
☆不用品処分
☆ハウスメンテナンス・クリーニング
日常生活で『困った』『忙しい』『面倒』な時にはご相談く
ださい。
依頼がはじめての方へも、丁寧に対応いたします。介護とあ
わせて総合的なサービスを提供し、信頼，安心，笑顔をモッ
トーに、実りある心の満足をお届けします。

〒238-0041 横須賀市根岸町3-6-14
TEL：046-836-0184

〒238-0012 横須賀市安浦町 3-16
TEL：046-828-5030（担当：堀川）
営業時間：9:00～17:00

営業時間：9:00～17:00 休日：日曜・祝日

休日：日曜

人が健やかに暮らせる、温かみのある地域社会づくりに貢献するために、
福祉事業を通して培った3つの心を大切に、日々の業務に取り組んでいます

〒238-0012
ホームページしんわグループで検索してくだい

http://shinwag.jp/

横須賀市安浦町3-16

