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今ならキャンペーン中 

40Ｗ 13,000 円  10,000 円 

（取付料金・商品代金込）1 本から OK 

電気代 1/3 以下にカット 

安い・安い・安いヨ♪ 
 

 

 

 

 

 

✿ 時代の先取り ✿ 

省エネして社会参加をし

ませんか？ 

※コンビニ標準タイプで 5 年間でなんと 849,732 円お得になります。 

   

 

 

ローソンストア 100 横須賀公郷町店 

ローソンストア 100 横須賀公郷町店 
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〒238-0012 

神奈川県横須賀市安浦町 3-17 

ＴＥＬ 046-807-3310  担当 西岡 

 

今すぐＴＥＬを！ 



 

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。 

 

 

 

●●●しんわピノキオ保育ランド●●●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 園児募集                 

■ 月極保育 

対象児童：生後 6ヶ月～未就学児 

基本保育時間：7:00～18:00 ※時間外は延長料金をいただきます。 

■ 一時保育 ■一日保育 

対象児童：生後 6ヶ月～未就学児 

基本保育時間：7:00～20:00 （20時以降は相談に応じます） 

■ 学童保育 

対象児童：小学校 1年生から小学校 4年生までのお子様 

保育時間：(平日)放課後～18:00（延長 18:00～20:00） 

20時以降、土、日につきましてはお気軽にご相談ください。 

小学校休校日、長期休暇中、台風等の災害発生などでの 

小学校臨時休業日もお預かりさせていただきます。 

■ 連絡先 小和田（046-845-4990）  
電話番号  046-854-4990 

FAX 番号  046-854-4991 

メール    pinokio-hoikuland@jcom.home.ne.jp 

         ※お急ぎの方はお電話でのご連絡をお願い申し上げます。d.com 

* 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。 

* 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。 

「こどもの日」給食も大好評 ↑ 

かぶと作り ↓ 

 

節分には鬼  ↑ 

クリスマス会にはサンタ参上 ↓ 

 

明るく元気な楽しい保育園！  

しんわピノキオ保育ランド 

横須賀市安浦町 3-43-17 http://www.pinokiohoikuland.com 

mailto:pinokio-hoikuland@jcom.home.ne.jp


 

感 謝 
グループ会長 森ペン 

平成 23年 5月 1日横須賀市議会議員 12年間が終わりました。 

皆様には心から感謝しております。 

市議会議員を辞めてからも毎日、多忙な日々です。 

ちなみに 5 月は 19 日間は横須賀、12 日間は松崎で仕事をしてい

ました。 

最近の「しんわグループ」の動き(出来事)を紹介します。 

1. 株式会社 YES・L（イエス・エル）が 3月に誕生しました。 

Y＝横須賀 E＝ECO(エコ) S＝しんわ・L＝LED照明 

中国から仕入れ、㈱YES・Lが販売・取付けを行っています。技術開発も自社で行い、実用新案の申請中です。 

YES・Lに替えてみませんか？チャンスです。節電が 1/3になります。 

 

2. 株式会社エイコーの社長に 4月から就任しました。 

横須賀市内にある警備会社です。私の兄が社長でしたが、体調不良のため、私が引き継ぐ事となりました。

雇用対策では、さらに協力出来ると考えています。 

 

＊5月は、伊豆松崎町でホームの朝食を 7回（60～70 食／回）私（森ペン）が作りました。 

これからも月 7回位のペースで作っていきます。大変おいしいですよ。 

 

 

 

こんにちは、森歩三です。 

日差しも強く汗ばむ季節となりました。 

さて、4月の横須賀市議会議員選挙におきまして、皆様のご支援

をいただき、私(森あゆみ)は 1,577票を獲得いたしました。 

残念ながら力及ばず当選には至りませんでした。 

今回このような結果になりましたが、皆様のあたたかいお言葉や

ご支援を心から嬉しく思います。 

応援してくださった皆様には申し訳ありませんでしたが、4 年後

も再挑戦いたしますので、私を育ててください。 

私自身も、次回に向けて日々成長できるように、新しい生活をスタートいたしました。 

初心にかえり、看護師として福祉の現場で経験を積みたいと思います。 

私をご支援してくださった皆様には心から感謝しております。 

ご支援いただきまして誠にありがとうございました。             森 あゆみ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

・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できます 

横須賀市安浦町 3-43-17 

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 

☆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・訪問介護 

・ケアプラン 温泉が大好評  

静岡県賀茂郡松崎町江奈 574-3 

TEL:0558(43)3100 

祉 
福 わ 

ん し 

 

〒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 

for 大津 

  久里浜 

Shell GAS STATION 

SHINWA 

ハウジング 

NIPPON 

ﾚﾝﾀｶｰ 

BASEﾒｲﾝｹﾞｰﾄ 

for 汐入 

  横浜 

ROUTE 16 

for KEIKYU  LINE 

横須賀中央駅 

☆学生さん向けの物件も豊富 

☆ベース向賃貸物件募集中 

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 

〒238-0012 横須賀市安浦町3-17 

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 

訪問看護師（常勤・非常勤） 

資 格 ： 50歳位まで 看護師資格（正.准いずれ可） 

時 間 ： 8：30～17：30  

給 与 ：月給250,000円～275,000 資格経験による 

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 ： 820円～ 

勤務地 ： 横須賀・三浦・葉山 

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 
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