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しんわピノキオ保育ランド移転のおしらせ 
子どもたちの安全面、また利便性を考慮し、園を移転させていただくことに

なりました。 
皆様にはご迷惑をおかけすることと思いますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

＊6 月 25 日（月）より、新園にてお待ちしております。 
＊6 月 23 日（土）・24（日）は、引越しのため、休園とさせていただきます。どうぞご了承ください。 
 
 ＜移転先住所＞ 

〒238-0012  
横須賀市安浦町 3-16  

 (電話番号は変わりません） 

 県立大学駅より徒歩 3 分ほどです。 
国道 16 号沿い“臨海セミナー”とい

う塾が入っているビルの 1 階になり

ます。 
 

子どもたちが新しい場に戸惑うことが

ないよう配慮していきたいと思います。 
どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 
 
 

松崎では、ツバメが巣作りで忙しそうです。カエルの合唱団も日増しに騒がしくな

ります。蛍も先週からとびはじめました。 

5 月連休に本社移転し新しい環境にも慣れてきました。6 月末には１階に保育園が

移転してきます。工事も順調のようです。関係社員の皆さんご苦労様です。 

4 月の介護保険が改正時も、勉強会、利用者様への料金変更のお知らせ等の対応で

大変でしたね。 

また利用者様におかれましてはご理解のうえよろしくお願いします。 

老健しんわ走水荘は9月で3年を迎え、今日現在100名の方が入居されています。

通所（デイ)は、まだ空きがありますので、今後も引き続きどうぞよろしくお願いし

ます。 

森ペンは昨年 5 月 1 日に市会議員を辞めて、早１年を迎えました。この１年しん

わグループのために毎日、横須賀・松崎と忙しく応援してきました。これからも１

日１日を大切に全力で応援して行きます。 

5 月 23 日ホームの方に、森ペンの特別メニューをお届けしました。6 月も 1 回特

別メニューをお届けします。メニューは冷したぬきです。美味しいですよ。日程は

近くお知らせします。 
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(ふりがな） 
名 前 

もちづき めぐみ 

望月 愛実 

職 場 しんわ福祉サービス松崎 
デイサービス（PT） 

4 月に松崎にきたばかり

です。 
まだまだわからない事ば

かりですが、スタッフの

皆様、利用者様に助けら

れ、毎日楽しく頑張って

います。 
よろしくお願いします。 

仕事について 
リハビリを担当しています。利用者様と体操したり、

歩く練習をおこなっています。いつまでも元気に過ご

していただけるよう、お手伝いさせていただきます。

その他 
転倒、ケガに注意しリハビリをすすめていきます。 
リハビリについて気軽にご相談ください。 
マイブーム 
料理（新婚ですから(^^♪ 
趣味＆好きなこと・モノ 
・買い物 
・サーフィンをはじめました 
なんでもベスト 3 
（テーマ） 
得意料理 
1.ハンバーグ 
2.ピーマンの肉詰め 
3.カレー 

(ふりがな） 
名 前 

えちごや   みえ 

越後谷 美絵 

職 場 しんわ福祉サービス松崎 
訪問看護（看護師） 

はじめまして。 
出身は名古屋で伊豆は 1年

半程になります。 
海と山に囲まれた土地で

趣味を楽しみながら毎日

を過ごしています。 

仕事について 
利用者様が苦痛なく安心して楽しく生活できるよう

お手伝いしていきます。 
その他 
介護の経験は少ないですが職種の壁を越えて皆さん

と協力し頑張っていきたいです。 
マイブーム 
バードウォッチング(^^♪ 
趣味＆好きなこと・モノ 
・ダイビング 
・テニス 
・写真 
なんでもベスト 3 
（テーマ） 
オススメな伊豆の海 
1.安良里（黄金崎） 
2.中木 
3.戸田 



 

    

 

 
 

(ふりがな） 
名 前 

なかやま  ゆみ 

中山 裕美 

職 場 しんわ走水荘 
リハビリテーション部（PT） 

はじめまして。 

5/7 に入職しました中山です。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

仕事について 
皆様がリハビリを通して動くことが楽しいと思っても

らえるように笑顔で頑張ります。 
マイブーム 
ダイエット(^^♪ 
力士にならないように頑張ります（笑） 
趣味＆好きなこと・モノ 
・波乗り 
・ダイビング 
・ウクレレ 
・スキー 
なんでもベスト 3 
（テーマ） 
最近のストレス発散法 
1.食べること 
2.泳ぐこと 
3.海をボーッと眺めること 

(ふりがな） 
名 前 

 はなみ  ゆうき 

花見 侑紀 

職 場 しんわ走水荘 
管理栄養士 

はじめまして。 

この春からしんわ走水荘で

働きはじめた管理栄養士で

す。 
よろしくお願いします。 

仕事について 

栄養に携わる者として精一杯努力していきます。 
マイブーム 
・ドラマ一気見 
・宅飲み 
・街散策 
・ピアス、ネックレス集め (^^♪ 
趣味＆好きなこと・モノ 
・読書・映画鑑賞・カラオケ・買い物・遠出・散歩 
・音楽・食べ歩き・マージャン・アロマオイル・睡眠

・飲酒・長電話・ドライブ・アクセサリー集め 
なんでもベスト 3 
（テーマ） 
好きな作家 
1.松岡圭祐 
2.中場利一 
3.中田永一 

(ふりがな） 
名 前 

ぬまた   みわ 

沼田 美和 
職 場 しんわ走水荘 

リハビリテーション部（PT） 

はじめまして。5/16 に入社しま

した沼田です。私生活では２児の

母です。育児と仕事を両立できる

よう頑張りたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

仕事について 

利用者様のニーズに常にアンテナをはって、納得していた

だけるサービスを提供したいと思います。 

マイブーム 
・マッサージ 
・風景画を飾ること (^^♪ 

趣味＆好きなこと・モノ 
・ワイン 
・猫 
・トマトソース 



 
〒238-0012 横須賀市安浦町3-16

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
・介護タクシー・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 
のおかずに真心こめて  
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 
・糖尿病や腎臓病の方むけの 
 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 

☆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 

・ケアプラン・訪問介護 
・デイサービス 温泉が大好評  

静岡県賀茂郡松崎町江奈 574-3 
TEL:0558(43)3100 

しんわハウジング 老人保健施設しんわ走水荘

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 
横須賀市本町 1-15  
TEL：046(826)2326 

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。 
横須賀市走水 2-5-6 
TEL:046(876)6066 

  

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

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

新規職員大募集！ 

介護職員 

<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 

ぐ わ 
ん 

し 
 

る — 
ぷ 

経費節減に役立つうえに、省エネ

ルギーそして環境にも優しい

LED の導入のご案内をさせてい

ただきます。 

無料にて電気代シミュレーション

をさせていただきます。 

お問合せは 

フリーダイヤル

0120-486-680 

またはホームページ

イエス LED で検索

してください。 

株式会社 YES・L     

神奈川県横須賀市安浦町 3-17  http://yesled.jp 

採用情報は、随時ホームページで更新しています。 

下記 URL にアクセスしてご確認ください。

http://shinwag.jp/recruit 
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