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来春
春

現在の
の隣のビルに
に保育スペー
ースを増設予
予定です。

現在の
の定員 40 名からプラス
名
ス 20 名の合
合計 60 名定
定員に拡⼤。
「0・1 歳の乳幼
幼児」と「2 歳以上」の
の園児の保育
育フロアーを
をわけて運営
営していく予
予定です。
この機会の⼊
⼊所チャンス
スに是⾮お
おこしくださ
さい。スタッ
ッフ⼀同⼼よ
よりお待ちし
しています。
是⾮こ
外人の
のお子様も多
多いので、遊び
びを通して
英
英語にふれる
ることが出来
来ます

保育士募
募集中♪週 3 日か
から OK
・「県
県立大学駅」すぐの「し
しんわピノキオ
オ保育ランド
ド」と
走
走水にある「し
しんわランド
ド走水」をロー
ーテーション
ンで回
っていただきま
ます。
＊「しんわラ
ランド走水」勤務可能な方
方大歓迎！
＊年齢：45
5 歳以下優遇
遇
・シ
シフト
7:00～20:00
0 間で 6～8 時間＊週 3 日から
日
OK です！
で
・給
給与(パート)
時 950 円よ
時給
より

横須賀市
市安浦町3-16
6

＊7:00-8:0
00/16:00-2
20:00 は時
時給 1,050 円以上
円
になります
す。
＊ご経験によ
より給与は加
加算いたします

TEL：

046-854-4
4990

ページしんわピ
ピノキオで検索
索してください
い
ホームペ

http://www
h
w.pinokioh
hoikuland.ccom/index
x.html

大盛況
御礼
横須賀市総合体育会館メインアリーナ

情報＆写真提供：ZST 事務局

ZST 初の地⽅⼤会となった昨年 10 ⽉の横須賀⼤会はサブアリーナでおこ
なわれていたが、今⼤会は 4,000 ⼈収容のメインアリーナに場所を移し
ての開催。
メインイベントでは、前 ZST ウェルター級王者・⼭⽥哲也（SHINWA MMA
ACADEMY）が元 THE OUTSIDER70-75kg 級王者・伊澤寿⼈（RINGS/
和神会）と対戦し、僅か 1R58 秒でパウンドによる TKO 勝ちを収めた。

＜しんわスポーツアカデミーの 2 選⼿も勝利をおさめました・・・＞

メインイベント（第 8 試合）

第 2 試合

○⼭⽥哲也（SHINWA MMA ACADEMY/前 ZST ウェルター級王者）
TKO 1R58 秒※パウンドによるレフェリーストップ

●伊澤寿⼈（RINGS/和神会/元 THE OUTSIDER70-75kg 級王者）
秒殺勝利の⼭⽥哲也

「介護職員初任者研修通信講座」
受講生募集中
横須賀教室・松崎教室で同時受講生募集中！！

≪横須賀教室≫
日

程

：2014 年 9 月 6(土）～11 月 15(土）

費

用

：95,000 円（税抜）

問合せ

：046-828-5030 株式会社しんわ

研修施設 ：神奈川県横須賀市走水 2-5-6
ホームページしんわグループで検索してください

http://shinwag.jp/

○ヒロキ（SHINWA MMA ACADEMY）※⾼⼭洋貴から改名
KO

1R3 分 3 秒

●⾦井塚信之（リバーサルジム東京スタンドアウト）

森ペン＆森歩三
来春の市議会選挙にむけて対談！

森ペン：国が認可保育を全面的におこなう方向に、27
年 4 月からスタートしますね。遅かったです
ね。保育が大切なことがようやくわかってき
ましたかね。あゆみ君はその大切な保育園に
事業をしていますが、保育がしっかりとサポ
ート出来るようになりますと、子供が増えて
きますね。人口増加にむかってきます。経済
が黙っていても成長します。保育料は 0 円に
することが大切だと考えますがいかがです
か。
森歩三：「保育料は 0 円が良いと思います。ただ、す
ぐに 0 円は難しいと思うので」保育料は極力
0 円に近づけるようになれば良いと思いま
す。医療費と一緒に考えていき、育児がしや

森ペン：あゆみ君あと 9 カ月で横須賀市議会選挙があ

すい環境にしたいと思います。保育料が 0

りますがどうするのですか。

円になると、人口増加が見込まれるので早く

森歩三：前回は落選しましたが、3 年間しっかりと勉

国が方針を出していただきたいです。

強させていただきました。再度挑戦したいの
で、皆様の応援をよろしくお願いします。

森ペン：あゆみ君あとは自由に自分の思いや考えをお
話ください。

森ペン：ペンあゆみ君はどんな仕事をしたいですか。
森歩三：看護師として介護現場にいるので、その経験

森歩三：人口減少が日本で 1 位に横須賀はなってしま

をいかして役にたつようにしたいこと。
子供を育てやすくしたいですね。保育園の経
営をしていますので、子育てがしやすい環境

いました。全国的にもまだまだ減少していく
と予想されます。減少していくのを少しでも
緩くしていく必要があります。
まず、子どもを育てやすい、育てやすく働き

をつくっていきたいです。
森ペン：介護をする人が、不足する時代をむかえます。

やすい環境にしていきたいと思います。その
ためには、育児と介護が充実し、住んでいる

その点はどう考えますか。
森歩三：行政も、その点努力していただきたいですね。
そのためにも議員になることが大切と考え

人が安心して生活や働くことが出来ること
が大切だと思います。

ています。

Natural Mineral Water

・密封されたホルダーでいつでも新鮮

ウォーターサーバーフレシャス

無菌エアレスウォーターパックで外気に触れにくく、

だけのうれしい便利機能を

雑菌による品質低下を防ぎ、美味しさをしっかりと保

一部紹介します

持します。

・ボタンを押すだけで、簡単自動クリーニング
お申込み・お問合せ

温水をサーバー全体に循環させる「セルフクリーン機
能」で、サーバー内部をクリーンな状態に保ちます。

富士山の銘水株式会社
代理店

株式会社しんわ

046-876-5021

・サイフォン方式で取り付けが簡単
・エコモード搭載で電気代約３０％カット
・飲んだら捨てるだけ
飲み終わったウォーターパックは、小さくたたんで家
庭用不燃ゴミとして捨てられるので、とっても手軽。

ん

し
居宅介護支援

わ

る —

ぐ

訪問介護サービス

訪問看護サービス

・ケアプラン作成

・調理、洗濯、掃除、買い物

・看護師が訪問

・介護認定の申請代行

・食事 排泄 入浴介助、清拭

・必要に応じてリハビリ

デイサービス

福祉用具レンタル・販売

・入浴

・介護用品全般

・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

ローソンストア 100 公郷町店
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

しんわ弁当

しんわ全人クリニック

・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

生活便利アドバイザー

・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

有料老人ホーム
・家庭的な雰囲気の中でサービス
を提供
・認知症や医療依存度の高い高齢
者も受け入れ

・買物代行
・ゴミ処理
・害虫駆除

キッチンほたる
経験豊富なスタッフでおいしい
メニューを作っています。居酒屋
メニューも種類豊富で安価です。
TEL:046(820)2780

しんわ福祉サービス松崎

しんわ高橋自動車

内科・小児科・リハビリ科

・ケアプラン・訪問介護

店長

TEL:046(827)1940

・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

横須賀市日の出町 3-13
TEL:046(823)0412

高橋誠吾

SPORTS ACADEMY

老人保健施設しんわ走水荘

不動産賃貸・売買・仲介

子供から大人まで幅広く健康

家庭生活での自立を支援し、

・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)0049

をサポート
横須賀市安浦町 3-17
TEL:090-9136-4913（担当）
046-895-2624

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

しんわハウジング

通院・外出介助サービス

しんわクリーンサービス
・草刈り
・荷物運び
・掃除

ぷ

＜ホーム一覧＞
・ハイランド館・武山館
・小原台ホーム・望洋台ホーム
・葉山館・金田ホーム
・佐原ホーム

しんわピノキオ保育ランド
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
幼稚園降園後のご利用もお受け
しています
横須賀市安浦町 3-16
TEL:046(854)4990
横須賀市走水 2-11-4
TEL:046(897)7799

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（3）第24979号

BASEﾒｲﾝｹﾞｰﾄ

SHINWA
ハウジング
NIPPON
ﾚﾝﾀｶｰ

ROUTE 16

for 大津

for 汐入
Shell GAS STATION

☆学生さん向けの物件も豊富
☆ベース向賃貸物件募集中

〒238-0041 横須賀市本町1-15
TEL：046-826-0049
営業時間：9:00～18:00

休日：日曜日

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。
横須賀市安浦町 3-16 TEL：046-897-7799

人が健やかに暮らせる、温かみのある地域社会づくりに貢献するために、
福祉事業を通して培った3つの心を大切に、日々の業務に取り組んでいます

〒238-0012
ホームページしんわグループで検索してくだい

http://shinwag.jp/

横須賀市安浦町3-16

