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☆４人居室のモデルルーム出来ました☆

介護老人保健施設しんわ走水荘
〒239-0811 神奈川県横須賀市走水2-5-6
開設準備室
〒238-0012 神奈川県横須賀市安浦町3-17
TEL:046-804-6000

２ベッドごとに壁で仕切られ、ベッド間はカー
テンで間仕切り。プライベートも重視している
部屋となってます。

特徴は・・・
①温泉付きです
お風呂は地下85ｍから温泉を
くみあげて沸かして使用します。
②景色が最高
日の出から夕日までが眺められ、
富士山・東京湾の
「素晴らしい眺め」を堪能できます。
行きかう船を見て、
緑と海のコントラストも素晴らしい
景観です。
空気が澄んでいるときは、
横浜・東京・千葉が見えてまるで
箱庭のよう。
空の雲の変化も四季を通し、
いろいろな雲が見れます。

４人居室には、簡易洗面台が2ヶ所。ひと
回り大きな洗面台スペースが１か所。朝の
歯みがき時の混雑もスムーズとなります。

ナースコールはユニバー
サルデザイン採用。大き
なボタンは手の甲やひじ
などでも楽におせます。
呼出し握りボタンも完備。

４人居室にもトイレが
完備されています。

（森ペン）横須賀市議会報告①･･･平成21年第3回臨時会 提出議案等議決結果
議案等
番号

件名

本会議
議決年月日

H21.5.28

結果

議案
第64号

常勤特別職員給与条例等中改正について

議案
第65号

平成21年度横須賀市特別会計老人保健医療費補正予算
（第１号）の専決処分の承認について

H21.5.28

承認

議案
第66号

損害賠償専決処分の承認について

H21.5.28

承認

議案
第67号

損害賠償専決処分の承認について

H21.5.28

承認

議案
第68号

職員給与条例等中改正について

H21.5.28

決議案
第１号

朝鮮民主主義人民共和国の核実験実施に抗議する決議に
ついて

可決
（反対１人）

可決
（反対５人）

H21.5.28

可決

（森ペン）横須賀市議会報告②･･･横須賀市第２次緊急経済対策
先に「緊急経済対策」を発表し、横須賀プレミアム商品券（買っトク）の発行や空き店舗
対策の拡充・強化、設備投資特別減税の創設などの経済対策を講じてきましたが、依然と
して厳しい経済状況が継続していることから、さらなる経済対策を実施します。

横須賀市第２次緊急経済対策の6つの柱
1.（新）はつらつ長寿支援対策
2.（新）市民安全安心支援
3.（新）低炭素社会づくり対策
4. 中小企業緊急金融対策
5. 農水産業支援対策
6. 公共工事の前倒し発注
（森ペン）横須賀市議会報告③･･･平成21年度市議会人事・他
議 長：山下 薫（新政会）
副議長：渡辺和俊（自民党） が選出されました。
自民党は・・ 団長に高橋敏明。副団長に青木秀介。
森ペンは議会IT化運営協議会委員を担当。

「かばや亮一」現市長を自民党は全員応援すること
が決まりました。残念なことに、浜野議員は「吉田雄人」市長候補
を応援することで、自民党市議団を離団し自民党も脱退しました。
5月18日平安閣で自民党支部大会が開かれました。
市長には「かばや亮一」・衆議員には「小泉進次郎」を応援することで、全員ガンバローコール
で盛大にしめました。
当日は、小泉純一郎より国会議員としての最後の講演がおこなわれました。
森ペンも両候補について、しっかりと応援していきます。横須賀市が魅力ある街になるように私
も努力します。

どうなる！！新型インフルエンザ ･･･・・
極期去る、新型インフルエンザ！
・・ブタ由来インフルエンザA：H1N1）世界を揺るがす・・・
刻一刻と変わる国の対策まだまだ増える感染者！？

2009年5月20日 米国CDC（疾病対策センター）は
全世界の感染者数は1万超、米国（人口２億）で、5469人と発表、
日本（人口1億）で193人（20日午前1時現在）となっている。
日本では、豚インフルエンザ（H1N1）を感染症法第6条第7号に規定する
新型インフルエンザ等感染症に位置づけ、強毒型を想定した対策をとってきたが、
感染の蔓延とともに、その対策は後退を余儀なくされています。
大阪府では感染者の診察をすべての医療機関に広げることとなりました。
状況により、タミフルの予防内服も認めざる得ない事態となっています。
行き着くところ、新型インフルエンザも季節性のインフルエンザと同等の対応を
せざるを得なくなるでしょう。

風邪にかかったと思われる時は・・・
感染した可能性がある場合は、医療機関ではなく横須賀保健所の発熱相談センター
（０４６−８２２−４３１７）に電話で問い合わせし、指定された医療機関で受診して
ください。医療機関を受診するときは、必ず電話で事前に連絡し、受診する時間や入口
などについて問い合わせてください。
受診する時はマスクを着用します。マスクがない場合は「咳エチケット」を心がけ、周
囲に感染させないよう注意してください。公共の交通機関（電車、バスなど）の利用は
避け、できる限り自家用車などを利用してください。適切な交通手段がない場合は発熱
相談センターに問い合わせてください。

患者を看病するときの注意点は・・・
患者はなるべく家族とは別の個室で静養し、マスクを着用し、咳エチケットを心がけま
す。
家族は手洗い、うがいを徹底し、マスクを着用します。
患者の看護や介護をした後は必ず水と石鹸による手洗い、またはアルコール製剤による
消毒をします。
患者が使った食器や衣類は、通常の洗剤によって消毒することができます。

インフルエンザにかからないためには・・・
１、外出後、食事前は手洗いとうがいをする。
２、上着を不用意に部屋に持ち込まない（出来れば家に入る前たたいておく）。
３、流行期には人ごみなどへの外出はできるだけ控える
４、外出時はマスクを着用する。
５、十分な栄養と休養を心がける。
平成21年5月26日
しんわ全人クリニック
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居宅介護支援

訪問介護サービス

訪問入浴サービス

訪問看護サービス

・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

・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

・看護師が訪問
・必要に応じてリハビリ

通院・外出介助サービス

福祉用具レンタル・販売

ミニホーム

デイサービス

・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

・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

・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

SHOP99横須賀公郷町店

本家かまどやしんわ安浦店

しんわ弁当

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

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

・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

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

しんわサンセットヒル松崎

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

☆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

店長 高橋誠吾
横須賀市日の出町３−１３
TEL:０４６（８２３）０４１２

・デイサービス ・ホーム
温泉が大好評

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

BASEﾒｲﾝｹﾞｰﾄ

SHINWA
ハウジング
NIPPON
ﾚﾝﾀｶｰ

ROUTE 16
for 汐入
横浜

for 大津
久里浜

Shell GAS STATION
for KEIKYU LINE
横須賀中央駅

〒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

しんわ全人クリニック

静岡県賀茂郡松崎町江奈574-3

TEL：0558（43）3100

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 ： 800円〜
勤務地 ： 横須賀・三浦・葉山
夜勤専門介護スタッフ
資 格 ： 無資格可（週1回から受付けます）
時 間 ：①17：00〜翌9：00 ②22：00〜翌8：00
日 給 ：①16,500円
②10,000円
勤務地 ： 横須賀・三浦・葉山

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

〒238-0012 横須賀市安浦町3-17

