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ウ コン畑 です。

森ペンＣｏｌｕｍｎ
気候の変調はかなりの被害となり、いつ大きな地震があっ
ても不思議でない状況です。自分たちは自然にどうむかっ
て対処するか、日頃考えていくことが大切になります。
その中で、台風情報は直近の情報を伝えていただきたい。
気象庁から直接に報道はできないのでしょうか。今どこに
台風がいるか克明に知らせていただきたい。そのうえで個
人が早めの対応をすることが大切になります。台風等では
必ず車の被害が放映されています。テレビで水の中を、車
が走る場面を知らせていますが、道路管理者は交通の規制
を発令して通行を禁止していいのではと思います。道路が
冠水したら、家から出ないように規制をするルールを作る
ことが大切と考えます。
婚活事業の見直し
しんわに可愛いニュース

婚活パーティーを開催しましたが、なかなか良い出会いが

癒し犬として、ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア

なかったようです。次回は独身者の予約パーティーに変え

を３頭飼いました。

て、横須賀で３回目をおこないたいと計画をしました。

アグリン 2016/4/15 生れ・オス

この会は、新たな出会いの場を作り、自然にカップルが誕

メロン 2016/6/27 生れ・メス

生できてくれないか・・との目的で計画しました。

フラン 2016/7/ 7 生れ・メス

会は、何回も開きますので、楽しみにして、皆様の参加を

アグリンは、これから農業に力を入れていきますので、そ

お待ちしています。

のシンボルにふさわしい名前として、アグリ（農業）に「ン」

会員が増えれば主催者は大変うれしく思います。

を付けました。「メロン」は、農業で収穫できるもの中か

内容も会員の皆様の意見を取り入れていきたいです。

ら選びました。また、語尾に「ン」を付けることにしまし
た。「フラン」は、フランボワーズ（木苺）からフランと

記
１.事業名の変更

婚活パーティーからシングルパーティー
に変更する。

２.会員制

事前に登録をする。

３.会

費

2,500 円 食べ飲み放題

４.会

場

キッチンほたる（横須賀市安浦町 3-24）

６.日

時

12 月 10 日(土)14：00〜16：30

付けました。森ペンの考えは、子犬をたくさん育て、ホー
ムの癒し犬として増やしていく予定です。この犬は、頭が
よくて人間が大好きな性格です。
よこすか海軍カレー
(株)しんわでは、よこすか海軍カレーのレトルトを作りまし

た。(株)ヨコスカ物産で 10 月１日から販売をしています。 公郷のローソン 100 で
しんわグループの会社・キッチンほたるで販売します。静

10 月 14 日（金）10：00～毎週朝市を開きます。

岡県西伊豆町田子のしんわ養鶏所（旧スタンド）・松崎の

森ペンが伊豆松崎で育てた野菜を産地直送でお届けします。

居酒屋 D・ほたる・しんわ福祉サービス松崎・しんわホー

新鮮ですので期待してください。

ム土肥荘で販売します。1 箱（1 人前）540 円です。

明るく元気な楽しい保育園！
月に介護老人保健施設 の
敬老会 に参加 しま した。
笑顔 い っぱ い のひとときを
過ご しま した。

0

認可保育園

9

愛情いっぱいの保育室には、子ども達の笑顔があふれ
ています。

来春

しんわピノキオ保育ランド J ビル 2F に

保育園が増設されます。
定員が 60 名となり「0・1 歳の乳幼児」と
「２・3 歳」「4 歳児以上の園児」の 3 フロアーにわ
けて運営していきます。
職員一同、一丸となり、愛情豊かに保育に取り組んで
子どもたちを見守ってまいります。
走水にある園は、自然に恵まれ少人数で家庭的な
ほのぼの保育がおこなわれています。
どうぞよろしくお願いします。
増設増員にともない

1

日 の運動会も大 いに盛 りあが りま した。

・勤務時間
7:00～20:00 シフト制
・給与
＜正社員＞
月給 220,000 円＋10,000 円
（資格手当）
＊他早出手当あり
＜パート＞
時給 1,000 円＋資格手当
＊1 日 6～8 時間＊週 3 日から OK です！

横須賀市安浦町3-16
TEL：

運動会や誕生会 ・クリ スマス会 ・ハ ロウ ィン等 の
たくさん の催 し物を企 画しています。

月

10

保育士募集中♪

046-854-4990

ホームページしんわピノキオで検索してください

http://www.pinokiohoikuland.com/
施設内保育園
☆1 日保育料 8：00～18：00

☆一時保育料（1 時間単価）

0 歳児

5,700 円

0 歳児

1.020 円

1～2 歳児

5,500 円

1～2 歳児

940 円

自然に恵まれ少人数で家庭的な
ほのぼの保育がおこなわれています。

3 歳児

4,600 円

3 歳児

820 円

4 歳児

4,100 円

4 歳児

720 円

祝日・一時保育・夏冬休みなど臨機応変に対
応します。

5 歳児

3,600 円

5 歳児

620 円

昼食代

310 円

昼食代

310 円

おやつ代

100 円

おやつ代

100 円

〒239-0811

神奈川県横須賀市走水 2-11-4
TEL：046-897-7799

介護老人保健施設
しんわ走水荘

しんわ祭りが盛況の中、参加して頂いた皆様のおかげで無
事楽しく終わりました。
本年で五回目となり、スタッフも慣れてきましたので、皆
様を迎える準備もスムーズにできました。
当日は入居者様やご家族様が楽しんでいる姿を見ること
ができ、スタッフも一緒に楽しむことができました。
入居者様の喜ぶ姿を見ると、来年はもっと楽しくしたいと
感じました。
来年に向けて、社員一同また計画したいと思いました。

㈲SGC しんわハウジングが下記に移転しました。
住所は変更しましたが、電話(Fax)番号は変わり
ません。
ご迷惑をおかけいたしますが、更なるサービスの
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。

しんわハウジング
安浦町 3-16

★有限会社 SGC

しんわハウジング
〒238-0012

横須賀市安浦町 3-16

Fax

046-823-6992

し

ん

▷介護サービス
介護サービス
・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
家庭的な雰囲気の中でサービ
スを提供します
＜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

▷老健施設

わ

る —

ぐ

ぷ

▷ローソンストア 100

▷ハウジング

24 時間営業の
生鮮コンビニ
ぜひお寄りください

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
横須賀市安浦町 3-16
046(826)0049

横須賀市公郷町 2-11-8
046(850)6936

▷キッチンほたる

▷保育園
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

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

▷しんわ保険事務所
しんわ保険事務所

▷しんわアグリ

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。

各種保険業をおこない、皆様の安
心サポートのお手伝いをします。
取扱：自動車保険・火災保険・傷
害保険・生命保険

横須賀市走水 2-5-6
046(876)6066

横須賀市安浦町 3-16

㈱しんわアグリとして、農業法人
の仲間入りをしました。
松崎町・西伊豆町を中心に、しっ
かり農業を推進していきます。
静岡県賀茂郡松崎町江奈 574-3
0558(43)3100

046(876)5021

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
名入カレンダー・包装用品

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
☆ゴミ回収・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。

〒238-0012 横須賀市安浦町 3-16
TEL：046-828-5030

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

営業時間：8:30～17:30

営業時間：8:30～17:00 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 横須賀市安浦町3-16
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