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謹んで新年のご挨拶を申し上げます
今年も走水からながめると、大きな朝日が千葉方面から昇っ
てきました。
・今年も大きな朝日がのぼる
・一年が静かにはじまる
・また歳をいただく
今年一年、希望と夢をもって、みんなで良い年になるように
努力しましょう。まずは健康、次に会社の成長。
社員・家族が年末に良い年だったと思えるようにしたい。
皆様、今年もしっかり目標をもって頑張りましょう。
しんわグループは明るく笑顔で一年過ごしましょう。
頑張れ・ガンバレ・しんわ・日本

森ペン

しんわ走水荘に「しんわ神社」が登場。
初詣(はつもうで)は、年が明けてから初めて
神社などに参拝する行事。
一年の感謝を捧げたり、新年の無事と平安を
祈願したりします。
なかなか神社に行けない利用者様のために、
職員がダンボールに色を塗り丁寧に作りあ
げた大作です。
さい銭１万円札(偽)を、さい銭箱に入れ、上
から吊るされている鈴をならして拝礼。
鈴には、もともと呪力があると考えられてき
たそうで、拝殿で鈴を鳴らすのにはお祓いの
意味があるとされます。
これから始まる一年間が良い年であるよう
にという祈りをこめてお祈りしました。

しんわ福祉サービスで通院等乗降介助＊をしている
山田哲也（21）・川名雄生（21）
車椅子の方や歩行に自信のない方が階段・坂を移動するのは大変な
事です。女性や年配のヘルパーさんでは介助の難しいところも、当
社の「チカラもち軍団」にかかれば安心移動。
利用者様も、安心して身を任せられると大好評です。
階段・坂・狭い道など住宅事情で通院介助をためらっているご家族
の方も、是非ご相談ください。
通院等乗降介助＊とは・・・
病院や診療所に定期的に通院するとき等、ヘルパーが
自ら運転する車両への乗車・降車の介助を行います。
① 乗車前・降車後の屋内外における移動の介助
② 通院先での受診の手続きや移動の介助
もうひとつの顔。総合格闘技の選手でもあります。

↑左）山田哲也

・

川名雄生（右↑

日中はしんわ福祉サービスの仕事をしっかりこなし、夜にトレーニング。
山田選手は昨年 11 月 23 日の大会では第 3 代ウェルター級王者となり、
チャンピオンベルトを職場で披露してくれました。

⇓ 2011 年 11 月 24 日 記事

山田哲也が膝十字固めを極めて伊藤から勝利を収めた
11.23 セミファイナル（第 14 試合）第 3 代ウェルター級王者決定トーナメント決勝戦
第 2 代王者・渋谷修身の現役引退により空位になっていたウェルター級の王者を決
めるトーナメント。
山田は元王者・渋谷の弟子であり、このベルトのために階級を上げてトーナメントに
参戦し、1 回戦では濱岸正幸に TKO 勝利した。
対する伊藤は元リングスジャパンの選手で、1 回戦は NAKADAI のドクターストップ
で不戦勝という形に終わっている。
1R、いきなりハイキックで飛び掛っていくサウスポーの山田。そのままタックルでテ
イクダウンを奪い、伊藤の動きに合わせてアームロックを狙うが、伊藤はそれをディ
フェンスしながら、グラウンドで上のポジションを取る。
ブレイク後、組み付いてテイクダウンを仕掛ける山田だったが、伊藤がグラウンドで
上を取り、スタンドを要求という展開となる。しかし山田が四つ組みの状態から足を
かけてテイクダウンを奪うと、ハーフガードの状態から膝十字固め！
必死に耐える伊藤だったが、山田が伊藤の左膝を極めてタップを奪った。

○山田哲也
(しんわﾄｰﾀﾙｺﾝﾊﾞｯﾄ)
一本 1R1 分 14 秒※膝十字固め

師匠・渋谷のベルトを巻いた山田は「4 年半前に高校 1 年生でプレステージ（ZST の
アマチュア大会）に出て、4 年もかかっちゃったんですが、やっと一つの形になりまし
た。これは自分の力だけじゃなくてみんなのおかげです。
まだまだ勢いだけの未熟なチャンピオンですが、毎試合、成長していく姿を見せる

●伊藤博之 (ALLIANCE）

ので応援よろしくお願いします」とファンにメッセージを送った。

介護老人保健施設しんわ走水荘

通所リハビリ＊(デイケアサービス)で

入浴担当をしている。小谷直之（30）
通所リハビリ＊の効果は・・・
①日常動作訓練、リハビリテーション等による身体機能の維持・向上。
②家庭での入浴が困難な方も入浴が可能になり、身体の清潔を保ち疾病予防に
もつながります。
③歩行が困難な方も、車イス等で外出ができ、心身リフレッシュにつながります。
④レクリエレーションや趣味活動による精神機能の維持・向上につながります。

もうひとつの顔。総合格闘技の選手でもあります。

⇓ 2012 年 1 月 23 日 記事

小谷直之がメインイベントで TKO 勝利！
1.22 バトルジェネシス
バトルジェネシスは 3 月から活動を再開するリングス（前田日明が代表を務める大
会）のセカンドステージとして開催され、あのエメリヤーエンコ・ヒョードルのプロデビュ
ー戦が行われたことでも知られている大会。
リングスの活動再開に伴い、バトルジェネシスも復活する運びとなった。
2R、小谷の左ミドルに合わせて組み付く花澤。小谷が立ち上がりながらアームロック
を狙うと、花澤はそれを潰してグラウンドで上のポジションを取る。
コツコツとパンチを落として肩固めを狙う花澤。
小谷はそれを防ぎながら、体を起こして立ち上がる。
花澤がタックルで組み付くと、小谷はそこにパンチを落としつつ、逆に花澤をテイクダ
ウン。一気にマウントポジションを奪うと、背中を見せる花澤にパンチを落とす！
小谷が花澤を殴り続け、花澤の動きが止まったところでレフェリーが試合を止めた。
試合後、小谷は「次はもっと進化したリングススタイルを見せます！」とマイクアピー
ルした。

要介護者に限らず一般の家庭の方もご利用いただけます。
定期契約を基本としていますが、1 回のみのスポットも受け付けています。
スポットの場合はゴミの種類や量により料金が異なりますので、気軽にお電話ください。
ゴミ出しは、ささいな家事のひとつでしたが、年をとってくると大きなゴミ・天気の悪い日など
ゴミ出しは大変な重労働となってきます。ゴミ集積場まで遠かったり、マンションや団地の高層
階に住んでいたりすると、なおさらです。近所の人に頼むという方法もあるだろうが、気兼ねも
してしまうし、精神的に負担になる場合もあるかと思います。
是非、気軽に「しんわゴミサービス」を利用してみてはいかがですか。
問合せ：しんわゴミサービス
担 当：堀川・北田
TEL
：046－828－5030
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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

・調理、洗濯、掃除、買い物

・看護師が訪問

・病院への通院や院内介助

・介護認定の申請代行

・食事、排泄、入浴、清拭

・必要に応じてリハビリ

・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

・介護用具全般

・家庭的なホーム

少人数制による行き届いた保育

・入浴
・疾病予防に
・外出、レクレーション

・適した福祉用具選びを提案
・祝日も営業

・ケアプランは行ないます

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
24 時間営業・新鮮！安心！

しんわ全人クリニック

炊きたてのご飯に出来たての・無添加で栄養バランスを

いつでも 100 円
横須賀市公郷町 2-11-8
TEL:046(850)6936

おかず真心こめて
横須賀市安浦町 3-24
TEL:046(820)2780

しんわクリーンサービス SHINWA フィットネスジム
生活便利アドバイザー
・草刈り
・荷物運び
・掃除

しんわ弁当

☆ヨガ教室☆総合格闘技教室

・買物代行
・ゴミ処理
・害虫駆除

☆マシーントレーニング
横須賀市公郷町 2-11-8
TEL:046(851)1205

内科・小児科・リハビリ科

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

院長

しんわ高橋自動車
店長

浅賀久照
横須賀市富士見町１－５
TEL:046(827)1940

しんわ福祉サービス松崎

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

新規職員大募集！

不動産賃貸・売買・仲介・不動産コンサルティング

介護職員

（有）SGC

<常勤> 月給204,000円～（夜勤5回含む）
<パート> 時給900円
勤 務 ：週休2日制、勤務時間シフト制
勤務地：横須賀・三浦・葉山地区

☆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

看護師
<常勤> 月給(正看)320,000円～・(准看)285,000～
(夜勤5回含む）
<パート> 時給(正看)1,600円+夜勤手当10,000円
(准看)1,500円+夜勤手当10,000円

SHINWA
ハウジング
NIPPON
for 大津

ROUTE 16

勤 務 ： 週休2日制、勤務時間シフト制
勤務地： 横須賀市走水

介護老人保健施設しんわ走水荘

for 汐入

for KEIKYU

Shell GAS STATION

訪問看護師

LINE

<常勤> 月給(正看)275,000円～ ・ (准看)255,000～
<パート>1件1ｈ(正看)4,300円 ・ (准看)3,800円

〒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

勤 務 ： 8:30～17：30、週休2日制
勤務地 ：横須賀市安浦町

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

