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新年あけましておめでとうございます 
走水から見る景色はいつ見ても素晴らしい。ここに来られる人皆さんびっく

りされます。嬉しいです。私も海を眺めて幸せを感じます。 

そんな中で、今年もよろしくお願いします。 

2013 年を迎えました。自民党が大勝して、世の中が大きく変わりました。 

株が上がり、円が安くなり良いスタートがきれているように思います。 

この先世の中がどのようになるか期待をしましょう。 

横須賀市は、６月に市長選挙があります。 

自民党は市長候補として廣川聡美さんを応援します。市長選も大切な選挙で

す。市長が変わりますと行政運営も変わります。 

吉田(現)市長は、民主党のコピーのように感じます。市民のための市長を選

びましょう。 

廣川聡美候補は、横須賀で育ち横須賀を愛しています。行政経験は豊富です。

今まで、横須賀市の職員と副市長をしてきた人です。森ペンも行政出身です。 

大いに期待できます。      

森ペン 

今年 2013 年予定している事業を紹介します 

１．スポーツアカデミーの完成。 

   ３階をオープンしましたが２階も改装してフルオープンに。４月を目標にしています。 

２．しんわ３番目の居宅特定事業所を開設。 

   武ホームの中に、５月を目標に準備を進めております。 

３．三浦半島に８番目の有料老人ホームを開設。 

   横須賀市佐原に９月オープンを目標に計画をしています。 

４．西伊豆に３番目の有料老人ホームを開設。 

   松崎の石部地区に年内を目標に計画をしています。 

５．松崎で鶏 300 羽を飼育予定。 

鶏舎を４月までに作り、５月からひよこを入れたいと考えています。 

６．松崎で農業したい夢を育てたい。 

   ５月頃ニンニクを収穫できます。 

７．横須賀で総合格闘技を開催したい。 

   300 人規模で、行いたいと考えています。問題は会場です。会場を探しています。 

 

しんわグループＨＰ http://shinwag.jp/・スポーツアカデミーのＨＰ http://sports-yokosuka.jp/ 

しんわグループでは、森ペンが。スポーツアカデミーは選手等がブログを書いていますので是非ご覧

ください。 



 

走水に保育園を OPEN しました 

 
走水 2 丁目の保育園。 

しんわピノキオ保育ランドの運営により、 

一時保育・学童保育・夏休み利用・・など臨機応変に対応します。 

生後６ケ月～小学生までの異年齢保育により、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 「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。 

 

046-897-7799 

〒239-0811 

横須賀市走水 2-11-4 

京急「県立大学駅」徒歩 3 分の 

しんわピノキオ保育ランドのホームページも是非ご覧ください 

http://www.pinokiohoikuland.com 

しんわピノキオ保育ランドで検索 

* 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、一時保

育など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。 

* 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、一時保

育など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。 



しんわスポーツアカデミー 

  

2009 年に公郷にジムを作りました。 

目的は、子供のいじめを守ること・いじめないことで、また、大人の方にも

広げてスタートしました。 

昨年から旧本社ビルが空きましたので、スポーツアカデミーを OPEN しました。 

目的は、今度は職員のためが大きいです。仕事とスポーツをすることが大切

です。職員がスポーツをしてくれることの願いでしたので、参加をお待ちし

ています。 

また、県立大学駅徒歩３分という立地、そして駐車場もありますので、一般

の方にも利用しやすくなりました。 

現在、３階はリング・マットがあります。 

４月までに、２階も整備されますから楽しみにしていてください。 

２階はウエイト・トレイニングの設備の予定です。 

 

今後は新たに学童事業をはじめる予定です。 

１．遊びを教える ２．運動を教える ３．少し勉強を教える 

以上の目的で始めたいと考えております。 

興味のある方一緒にやってくれる方がいましたら、是非参加ください。  森ペン 

 

 しんわスポーツアカデミーのホームページ公開

URL ⇒ http://sports-yokosuka.jp/ 



 
 
 
 
 

 

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可

横須賀市安浦町 3-16 
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 
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 SPORTS ACADEMY 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 

子供から大人まで幅広く健康

をサポート 

横須賀市安浦町 3-17 

TEL:090-9136-4913（担当）

     046-828-5030 （本社）

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 
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〒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

採用情報は、随時ホームペー

ジで更新。下記 URL にアクセス

してご確認ください。 

http://shinwag.jp/recruit

新規職員大募集！ 

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

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 

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 

for 大津

Shell GAS STATION

SHINWA 
ハウジング 

NIPPON 

BASEﾒｲﾝｹﾞｰﾄ 

for 汐入 

ROUTE 16 

for KEIKYU  LINE 

〒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 
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