
    
 
国内旅行から海外まですべてお任せください。大

型リフト付福祉バス 2 台所有。是非お見積りを！ 

〒232‐0064 

横浜市南区別所 1‐2‐13‐203  
? ０４５－７３０－３３８１高橋  

 

去る１月６日(金)マホロバマインズ三浦にて、平
成２３年度社会福祉功労者表彰式典並びに三浦市社
会福祉協議会賀詞交歓会が開催されました。当日は、
多くの来賓をはじめ、約１２０名もの方が出席して
下さいました。今年度も、市民の皆様にとって、安
心に暮らせるまちづくりを目指して、皆さまにご協
力を頂きながら、
様々な事業を進め
てまいりたいと思
います。

宮田 泉 様

高橋 しげみ 様

（社会福祉法人三浦市社会福祉協議会）

[感謝］（個人）

山本 和栄 様

（ひばりの会）

[感謝]（団体）

三浦藤沢信用金庫

天理教横須賀支部三浦地区

医療法人財団 青山会
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〒232-0064

横浜市南区別所1-2-13-203

０４５－７３０－３３８１ 高橋

平成２３年度社会福祉功労者表彰式典並びに
三浦市社会福祉協議会賀詞交歓会

社会福祉法人

三浦市社会福祉協議会

事務局

〒２３８－０１０２

神奈川県三浦市南下浦町菊名

１２５８－３

℡ ８８８－７３４７

小規模多機能型デイはつらつ

℡ ８８８－９５５５

就労継続支援Ｂ型事業所どんまい

℡ ８８８－７６５５

児童デイサービス事業ＨＵＧくみ

℡ ８７６－９９４１

管理施設

三浦市地域福祉センター

℡ ８８１－７７７０

三浦市高齢者ふれあいセンター

℡ ８８１－０７４０

この事業は、就労意欲のあ

る障害者に対して、障害者自

立支援法などに基づく就労支

援サービスを行い、就労の機

会や生産活動を提供すること

を目的としております。「どんまい」では、この

事業を「宅配弁当事業」と定め、就労訓練を行っ

ています。生産活動を通じ、知識・能力の向上や

生活リズムの安定を図り、個別支援計画を立てて

個々の相談や支援を行っております。

また、お弁当の注文を承っております。価格はご

予算に応じて、１食・５００円からです。（２食

以上で配達可能）ご注文お待ちしております。

ご相談・お弁当の注文は下記まで

お願いいたします。

８８８－７６５５

施設長 山中

高齢者ふれあいセンターでの恒例となってい
る、利用者の作品を一堂に集めた「作品展示会」

を開催いたします。これは、利用者の方々が様々
なサロンの中で作り上げた作品を展示し、一年

の締めくくりとしていろいろな方に見ていただ
こうというものです。利用者の芸術ともいえる

力作を新しくなった施設の看板とともに是非ご
覧ください。開催日時は３月２９日の１０時か

ら１５時、３０日の１０時から１３時の２日間
となっています。

認知症高齢者通所介護事業所「ぶらい庵」
では、地域に根ざした介護、「住み慣れた我

が家」を理念に日々を過ごしています。1日
当たりの利用定員が１２名と小規模構成され

ており、職員配置数は従来のデイサービスに

比べると多く定められています。これにより、
個別対応やきめ細やかなサービスをご提供で

きるのも特徴です。

ご利用の相談及び見学は

お気軽にお電話ください。

☎８８０－１５０７

三浦市三崎３丁目１２－６

年中無休：午前９時～午後４時まで

施設長 鈴木光永

ご利用者様のその人らしい暮らしを

心からサポートします

[表彰]

佐々木 明美 様

石井 千恵子 様

小笠原 圭子 様

（菊名地区地域福祉推進委員会）

葉山 喜美江 様

新名 三和子 様

（特定非営利活動法人

三浦市介護サービスセンター）

高梨 里絵 様

（特定非営利活動法人コスモスの家）

守屋 貴志 様

関本 重美 様

（社会福祉法人啓生会）



 

 ６月１５日現在敬称略・順不同

　寄付金品は、三浦市ボラ
ンティアセンターで受け付

けています。 888-7347
社会福祉事業のために

▽三浦ライオンズクラブ（代表・
石渡敏昭）▽社交ダンスユウユ
ウ会（代表・亀村ゆう子）▽友輪
杯（代表・湊素文）▽三浦盆栽
会（代表・宇野登）▽安部ヨネ子
▽大塚美和

 

 仏壇・仏具・お数珠・線香 

 

 
 

お使い物用から、ご自宅用まで
１００種類のお線香からお好みの
香りを見つけてください。 
 
 
〒238‐0235 

TEL／FAX ８８１－４７１４ 
木曜日定休／営業時間午前 9 時～
午後 7 時 

介 護 付 有 料 老 人 ホ ー ム 

Ｓアミ―ユ三浦 

入居一時金無料 

１６万８,２５０円（税込） 

家賃、食事（30日の場合）、管理費込み。介護サービスの1割負担金、居室電気代、居室上下水道代、

おむつ代などは別途必要となります。 

 

徹底した個別ケア。 

キッチン・浴室等を完備した完全個室。 

ご見学随時承っております。 

■お問い合わせ先：℡046‐880‐0711 

         担当・高羽 

 

 ※S アミ―ユ三浦へのアクセス 

・京浜急行線「三崎口」駅からバスで「三崎港」

バス停下車、徒歩約８分 

・京浜急行線「三崎口」駅からバスで「歌舞島」

バス停下車、徒歩約０分 

 

  
 

 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ 046－ 882-3899  

みさきマグロはもちろんのこと、当店手づくり

特選みそかす漬・みりん干・高級珍味をご用意し

ております。全国宅配も承っておりますので是非

お立ち寄りを！ 

〒 238‐0243 三浦 市三崎 2 丁 目 3－ 3 

歯のお医者さんと
歯のヘルパーさん
がお宅に伺います。

○訪問歯科診療を通して、高齢者の口腔衛生の向上を支援します。

○歯科治療でお困りの高齢者と家族をサポートします。

身体介護が必要な高齢者や障害者のために往診します。

往診のご用命はお電話で！！！

〒238-0024 横須賀市大矢部2-5-20 あづまビル（Ⅱ）1階

何をお願いしたのかな？

４月２７日 第４金曜日 １０月２６日 第４金曜日

５月２５日 第４金曜日 １１月３０日 第５金曜日

６月２２日 第４金曜日 １２月２１日 第３金曜日

７月２７日 第４金曜日 １ 月２５日 第４金曜日

８月２４日 第４金曜日 ２ 月２２日 第４金曜日

９月２８日 第４金曜日 ３ 月２２日 第４金曜日

第１４５号 社協みうら 平成２４年３月１日（２）

１月の暖かい日を見つけ海南

神社へ初詣に出掛けました。お

さい銭をあげ、鈴を鳴らし無病

息災をお願いしてきました。そ

の後”うらり”まで行き、まぐ

ろ等を食べ、おみやげを買って

ドライブして帰りました。今年

もみなさん、お元気で”はつら

つ”をご利用ください。

当事業所の特徴は、デイサービスを中心

に、ご希望に応じてホームヘルプやショー

トステイといったサービスを組み合わせて

提供できることです。１日当たりの利用定

員は7～15名と少人数です。きめ細やかで行

き届いたサービスの提供を致します。

ご利用を希望される方、あるいはご家族の

方は下記担当までご連絡ください。

電話：８８８－９５５５ 担当：山口・石渡

三浦市社会福祉協議会では、6月より区長

様や地域の皆様にご協力を頂き、一般会員

（１口1,000円）の募集を行っております。

皆様、ぜひ社会福祉協議会をご理解いただき

ご協力をお願いいたします。

併せて、賛助会員（1口3,000円）も募集し

ています。

詳しくは総務課まで。８８８－７３４７

寄付金品は、三浦市ボラン

ティアセンターで受け付けています。

社会福祉協議会のために

▼ 天理教横須賀支部

代表 鈴木 寧夫 様

▼ 海南神社祭り囃子保存楽囃会

▼ 匿名

１０月１日から実施した

「赤い羽根共同募金」１２
月１日から実施した「年末

たすけあい募金」にご協力
ありがとうございました。

この財源は神奈川県共同募

金会を通じて福祉事業のた
めに使わせていただきます。

※ 包括支援センター
看護師または保健師

※ 待遇 当法人規程により優遇
※ 応募 電話にて受付後

書類選考・面接
※ 問合 ８８１－７７７０（出口）

社協の顧問弁護士が対応いたします。

会場 ：三浦市総合福祉センター1階 会議室

相談時間 ①10時～10時30分 ②10時30分～11時

③11時～11時30分 ④11時30分～12時

去る1月29日に開催した学習会。講師は「横
浜きょうだいの会」代表諏方智広氏。障害児

の健常な「きょうだい」が普段抱く気持ちや、
「きょうだい」の集まりとその活動内容など

など、幅広く学びました。
（参加者28名）

（ 要予約 ）

法律相談・キッズルームのご予約
ボランティア保険のお問い合わせは

☎ ８８８－７３４７ まで

きらきらキッズ

平成24年度年間予定

[潮風アリーナ会場]
未就園児とその家族の遊び

の広場です。下記の時間帯で
自由に遊ぶことができます。

毎月第4木曜日

時間：9時から12時まで
[三浦市総合福祉センター会場]

キッズルーム
常時開放予定ですが、

毎週水曜日の午後、
その他の団体で予約

が入っている時は利
用できませんので予

約状況を確認してください。

平成２４年度ボランティア保険
更新手続きのお知らせ

ボランティアの皆さん、平成２４年度のボラ
ンティア保険の加入変更手続きはお済みでしょ

うか？早めのお手続きをお願いします。必要
書類は総合福祉センターで配布しています。

神奈川県指定研修講座 第202605号

ホームヘルパー2級養成講座

日程：2012年4月16日(月)

～2012年7月21日(土)

会場－金原会館(三崎警察署そば)

実習先－三浦市内近隣の介護施設

受講料：75,000円

(税・テキスト代・実習費含)

(傷害保険料・細菌検査費用など別)

定員：２５名(先着順受付)

問合せ・申込先

☎０４６－８８２－６７８８（月曜定休）

主催 センター事業団 神奈川事業本部


