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お庭の草刈

とっても便利な

等お手伝いたします。

社員

登録常時募集中。
ご相談ください。

〜シニアが元気に活躍〜

㈱パブリックサービス
☎046 873 3500

スズキヤ
宅配便

お電話１本でお買物ができます
詳しくは今すぐお電話下さい！
！

フリー
ダイヤル

0120-713-315

スーパーマーケットスズキヤ

山崎特許事務所
逗子市逗子5 2 53 三盛楼ビル４Ｆ

☎(046)８７１−５８４８
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〒247‑0004
横浜市栄区柏陽11−2
www.artpro.yokohama

当社は、損保ジャパン日本興亜
専属プロフェッショナル代理店の
全国組織J-SAの会員です
損保ジャパン日本興亜代理店
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命募集代理店
第一生命募集代理店

有限会社

三和保険事務所

〒238‑0006 横須賀市日の出町 1 8 102
電 話 046 821 0637 FAX 046 821 0646

景翠会 金沢病院グループ
〜あなたと、
この街のために、
できること〜

★けいすいケアセンター逗子

①ケアプラン作成 ②訪問介護 ③訪問看護 ④訪問リハ
逗子市逗子4-1-22 林屋ビル１F TEL046-870-6311

★けいすいデイサービス逗子

①22名定員のアットホームなデイサービスです。
逗子市桜山5-9-1
TEL046-870-5711

★けいすいケアサービス

①福祉用具レンタル ②住宅改修 ③福祉用具販売 等
横浜市金沢区泥亀2-8-18 第一奥富ビル101号 TEL045-352-7211

医療、介護のことでお困りの方はまずご連絡下さい。

葉山ハートセンター
心臓疾患を専門とした病院です
急患の方、
随時受付けております。
ご予約のご要望はお電話にてお願いいたします。
予約受付時間（平日14:00〜17:00）

〈診察受付時間〉8:30 11:30/13:30 16:30
夕診 16:30 18:30

人 間ドック、
特定健康診断も 〒240‑0116 三浦郡葉山町下山口1898 1
実施しております TEL 046 875 1717（代表）

医療法人社団

各種ご宴会承ります

バス送迎
致します
〈要予約〉
10 名様以上
承ります。

☎0467−25−5121

柏信会

青木 病 院

内・脳神内・循環・呼吸・整形
糖 尿 病 内・リハ 入 院 9 7 床

☎

逗子市桜山６−1336

（０４６）８７３−６５５５
病院併設

老人保健施設

グリーンハウス逗子 グループホーム

櫻

ポーラ ザ ビューティ
お 店 で の エステ、
お 肌 のご相 談 など
笑 顔 のお手 伝 いを
します。
ご自宅にも伺います。

TEL : 046-873-6775
逗子1‑4‑12 MdF ビル 2 F
海似営業所 担当：吉川
カ

イ

さわだ内科・消化器内科

診療（犬、猫、うさぎ、ハムスターなど）
トリミング・ホテル

【実績】胃カメラ２万５千件・大腸カメラ１万５千件

診療時間 午前 9:00〜12:00 午後 15:00〜19:00
土曜･午後 15:00〜17:00
休 診 日 水曜・日曜・祝日

逗子駅ロータリーにあります。逗子駅から歩いて１分

☎０４６−８８４−８８３０

泌尿器科・内科・外科・往診診療

あおぞらクリニック
診療時間

☎(046)872 4121

逗子7 13 31（逗子なぎさ通り）★駐車場３台★
診察時間
平日・土曜 午前 9：00〜12：00 午後 4：00〜7：00
日曜・祝日 午前 10：00〜12：00 午後 3：00〜5：00
http://www.ﬂipper-sac.com
水曜休診

午前 9：00〜12：00
午後 3：00〜 6：30

月 火 水 木 金 土
休
休
休

休診日╱木曜・土曜午後・日曜・祝日
逗子5−9−21 逗子医療センター内2F

☎(046)871 6240

山本メディカルセンター
●

内科

■
■

●

消化器科

●

形成外科

●

皮膚科

画像診断科（MRI・CT 検査）
人 間ドック（一般、胸部、脳、乳房）

逗子市桜山３−１６−１ 電話 ８７２ ０００９

コンパニオンアニマルケアー

葉山どうぶつ病院
〒240-0112 神奈川県葉山町堀内 639

TEL .０４６−８７５−１１９９
【休診】木・日・祭日の午後
Happy

ハピ
ウェル

Well-being

健康体操教室
〜お気軽にご相談下さい。〜

腰痛 膝痛 猫背
体力
不足

体重減

お腹
まわり

高血圧

逗子1-5-4 マクドナルド横 128ビル3階

TEL

046 873 7750

ハイランド循環

磯見整形外科医院
院長

社会福祉法人 湘南愛心会

坂上バス停前

磯見

卓

〈診療科目〉

整形外科・リハビリテーション科・放射線科

特別養護
老人ホーム

逗子 杜の郷

併設事業：障害者就労支援事業所
居宅介護支援事業所

受付時間：AM9：00〜11：30
PM3：00〜 6：00

入

休 診 日：水曜・日曜・祝日

逗子市沼間１−２３−1

（土曜午後 休診）

《各種保険取扱》☎046-872-0558

所：100床

(ﾕﾆｯﾄ 50 床 従来型多床室 50 床)

短期入所： 20床

（JR 横須賀線 東逗子駅 徒歩７分）

TEL:046‑870‑6800 FAX:046‑870‑6805

逗子開成中學校・高等學校

☆施設見学はお気軽に
お問い合わせ下さい。

東逗子眼科

☎０４６−８７３−８９０２

逗子市沼間１−４−６

・特別養護
老人ホーム(88床)
・ショートステイ(22床)
社会福祉法人 百鷗
・デイサービスセンター
介護老人福祉施設 逗子清寿苑
(定員50人/日)

Hakuou

249‑0001 逗子市久木8-1290-1
・居宅介護支援事業所
http://www.hakuou.or.jp

電話 ０４６ ８７０ ３１０７

休診日 /水曜（手術日）
・日曜日・祝日
※土曜日の午後の診療は（3:00〜5:00)
までです

超お得

限定５０個
20,000円 ➡17,000円（税込み）

★国内旅行～
海外旅行まで

…

★旅のことなら
個人様～団体様
まで

楽しい旅行のお手伝い…

神奈川県知事登録業者 2−788 総合旅行業務取扱管理者 田中俊之

㈱新中央ツーリスト 横浜営業所
245‑0014 横浜市泉区中田南2 1 30 担当：大澤正彦

TEL 045−805−1173 FAX 045−802−8591

トヨタの

福祉車両

試乗できます。

お気軽にご相談ください

☎046-870-5811
ネッツトヨタ横浜㈱ マイネッツ逗子
逗子市桜山 5 5 13 逗子病院そば

社会福祉法人 地域福祉協会
特別養護老人ホーム

逗子ホーム

居宅介護支援センター

（ケアプランの作成等）

短期入所サービス

（ショートステイ）

せせらぎデイサービス

（通所介護）

保険調剤

処方せん受付

ケンコー 薬 局
逗子市逗子４−３−２０

☎
（０４６）８７３−７４４０

逗子市池子3丁目789番地

ケンコー薬局桜山店

http://www.zushi-seseragi.jp/

☎
（０４６）８７２−５５１
１

☎046−873−2501㈹

逗子市桜山２−１０−１３

