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しんわグループで９月１日スタートしました

しんわピノキオ保育ランドは少人数制による、行き届いた保育を目指して
います。
異年齢保育により、小さい子は大きい子を目標とし、いろいろなことに挑
戦しようという向上心が芽生え、大きい子は小さい子に対する思いやりの
心が持てるようになります。子供たちにとって、園がもう一つの家族と感
じ安心して過ごせる場でありたいと思います。

* どなたでも *
働くお母さんはもちろん
様々な方にご利用いただ
いています。
お仕事されていない方で
もご利用できますので、
遠慮なくお問い合わせ下
さい。
幼稚園降園後のご利用も
お受けしています。

■ 所在地

〒238-0012
神奈川県横須賀市安浦町3-43-17 極東物産ビル2F
＜京浜急行線・県立大学駅より徒歩7分＞
TEL：046-854-4990
FAX：046-854-4991
■ 開園時間

朝7:00〜夜20:00まで

■ 経験豊かな保育士

経験豊かな保育士がお子様のお世話をいたします。
安心して大切なお子様をお預けください。
■「完全給食」の実施
当園では、毎月栄養士の献立による完全給食を実施しております。バランスの
取れた栄養豊かな食事を楽しい雰囲気の中でいただきます。手作りの「家庭的
な味」は、子どもたちの心の栄養に繋がります。また、食物アレルギーをお持
ちのお子様にも対応しておりますので、安心してご利用いただけます。
■ 楽しいイベント

運動会、お誕生会、クリスマス会、ハロウィンパーティー等の、たくさ
んの催し物を企画しています。
■ みんなで一緒にケーキ作り！

毎月下旬に予定しているお誕生会や、クリスマスの時には専門のパティ
シエの指導の下、子ども達と一緒にケーキ作りを予定しています。（出
来上がったケーキはその日のおやつの時間にいただきます。）
■ 午睡時間にはプラネタリウム観賞

当園の室内天井にはプラネタリウムの投影が出来ますので入眠前にはみ
んなで星を見ながら星座の話などをしていきたいと思います。
■ おじいちゃん、おばあちゃんとの交流を！

地域交流の一環として、当園の提携老人施設との交流を実施しておりま
す。みんなで歌を唄ったり、遊んだり、楽しい時間を過ごしたいと思い
ます。

* 当園では・・ *
見学を随時承っておりま
す。
どうぞお気軽にご連絡く
ださい。
また当園へのご質問・ご
意見等ございましたら、
お気軽にお電話ください。

森ペン

森あゆみ君、よく市議会に出ることを決めましたね。
私は3期(来年4月)でその職をやめますが、振り返り12年は
長くもあり短かったように感じます。多種・広い範囲で
勉強ができ成長させていただいたと思います。
さて、市議会議員は大変な仕事で覚悟がないと。
まず君の抱負を話してください。

あゆみ

幼少期に祖母の介護をしている父の姿をみた。
その後、市議会で福祉について語る父をみた。
在宅介護のために医師とも介護への想いを話しあい
理解しあっていました。そして介護にシフトした頃、
自分は看護師 となりました。介護・看護を受ける人、
その家族、指導者の方など様々な方と接し成長してき
ました。また日々ベストをつくすことで自信や
やりがいとなり今の自分があると思います。
今回、家族の支えもあり自分の経験を活かして
役にたつように頑張りたいと思います。

森ペン

現在、会社の役員をしていますが、市議会議員に
当選したらどうするのですか？議員に専念するのですか？

あゆみ

役員はおりて議員に専念します。1年目は右も左もわからず
慣れるまで時間がかかると思います。横須賀をよく知り、
もっと勉強し、少しずつ信頼・相談され頼られる存在に
なっていきたいと考えています。

森ペン

市議会議員は体力が大事です。
体力・身体の方はどうですか？

あゆみ

日々、看護(現場)で身体をつかっているので体力面は
自信があります。
精神的につらい時もありますが、周囲の支えがあり
コントロールが出来るよう精神面も頑張って強くなって
います。体力維持のためジョギングをしています。

森ペン

議員になって働くには何か武器をもっていないと。
何かありますか。

あゆみ

30歳。世間的には若い年代かと思います。
元気があること・明るいこと・身体をはることですね。
この3つの他、人の話しを聞くことが好きです。

森ペン

周り(職員や利用者様)からあゆみ君は優しいとよく聞きます。
優しさも大切な武器のひとつですよ。ところでスポーツは？

あゆみ

小さい頃は少林寺をやっていて初段です。
高校では陸上をやっていて、今でも走ることは好きですね。
なるべく続けていくことが大事かと思います。
あとはサッカーもやっていました。
今はもっぱら観戦ですが好きです。
⇒次ページへ続く

⇒

森ペン
あゆみ

今まで看護師として働いてきてどうでしたか。介護の現場は大変でしょう。
大変でしたね。
介護看護の現場では昼夜関係なく、盆・正月もなく、日々常に人の体は変化し体調・病状
の好調・不調が繰り返されます。勤務が終わり自宅に戻っても気がかりなことが多いです
ね。
私だけでなく、介護・看護に携わっている方、在宅で家族の介護をされている場合など皆
プライベートもなく大変だと思います。そんな人達の力になりたいと仕事を通して思いま
した。

森ペン
あゆみ

私も犬が好きです。あゆみ君も犬を飼っていますよね。犬に対しての愛情は・・・。
ラブラドールを飼っています。飼っているというより家族の一員ですね。
忙しい合間に散歩に行き、定期的に風呂に入れることですね。自分だけでなく家族全員で
愛情を注いでいます。家を建てて、リビングに犬専用の部屋をつくりました。
床はタイルで洗った後も流せますし、換気扇もついていてリビング内動物園といった感じ
でしょうか。

森ペン

最後に議員として何をやりたいですか。君なりのマニフェストまでいかなくてもいいです
からお話しください。
自分は看護・介護の経験しかないのですが、仕事をしている多くの方・家族・サービスを
受ける当事者の方の話しを聞いて多くの相談にのりたいと考えています。
保育環境等の応援（働く環境整備）も積極的にサポートします。
動物が好きなので、公園に家族と過ごせる環境（ドックラン）づくりも進めたいと考えて
います。

あゆみ

森ペン

ドックランいいですね。
まず、地域・介護看護に携わっている人・しんわグループも大切にしてサポートし、良い
汗かいて尽くして欲しいですね。周りの人の力をかりて選挙を乗りきりましょう。
私は当選したら、あなたに注文をいっぱい出しますよ。期待しています。

老人保健施設 しんわ走水荘須 1周年を迎えて（森ペン）
では・・森ペンの希望と夢

1年があって2年があって3年がある。
10年があって20年。
節目の年、人生にも節目がある。節目節目は大切だ。
しんわ走水荘も職員も大切な年を迎えた。
過去を振り返り、これからの事を考える時がきました。
良くなるも悪くなるも、自分に責任があります。
できるならば誰もが良い年になればと思います。
努力して、はじめて迎えられます。努力は誰でもでき
ます。私も目標を決めて努力します。
希望と夢をたくさん持ちましょう。持つことは誰でも
できます。
皆様一人ひとりの努力と応援・協力で1周年を迎える
ことが出来ました。ありがとうございます。
今の気持ちを大切にして、2年3年と迎えることができ
るように努力します。
㈱しんわは6月で10周年。しんわはグループとして確
かな動きができて、さらなる展開が見えてきました。
これからの10年は期待できると思います。努力すれば
素晴らしい会社になります。10年後が楽しみです。

1.平成23年8月で65歳になります。これからは自由な時
間をたくさん持ちます。
2.皆さん・社員・家族と楽しく過ごせる日々を作ります。
3.平成23年市議会議員を辞めます。
4.息子あゆみ君を市議会議員に当選させることです。
5.森ペンの会社を作ります。
6.伊豆松崎で、森ペンの未来を育てたい。
7.年2回海外に行きたい。
8.誰にも優しい気持ちを持ちたい。たくさんしゃべりた
い。
9.体重を減らしてスリムになりたい。本物の健康をつく
りたい。
10家族・社員の限りない幸せを応援します。
終わりに今まで私を育ててくれた人に感謝します。
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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

有料老人ホーム

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

