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基本理念 ≪やさしくささえあう明るいみんなの ≫‘わ’

障がいのある人が住み慣れた地域に通う場所ができるようになって、早や35年が経ちます。そして、みんなが
集まれる場所、活動できる場所、保護者も含め相談できる場所というのが作業所の原点だったかと思います。
サンサンいわたは、住み慣れた地域で自立した生活を送り、自立した社会性を身に付け、働く人になるための支
援をおこなうことにより、子供から大人まで総合的に支援していきたいと言う願いから成り立っております。
将来、介護が必要となり拠点ヶ所が変わっても、本人が戸惑うことなくできるだけスムーズな移行支援ができる
よう相談事業所等と連携をとりながら、本人や家族の方々のニーズに対し、共に寄り添っていけたらと考えてお
ります。

また、制度等は社会情勢に応じて変わり、内容を熟知することは中々難しいことではありますが、利用する皆さ
んが安心して活動できる居場所づくりを引き続き目指していけるよう、常にアンテナを高くし制度活用のできる法んが安心して活動できる居場所づくりを引き続き目指していけるよう、常にアンテナを高くし制度活用のできる法
人を心掛けていきたいと思います。

近年、障がい問わず誰もが住みやすい町づくりが言われる中、過日この地区の自治会の防災訓練に事業所と
して参加させていただきました。そしてその会場において、婦人会や中学による炊き出し訓練が行われ、おにぎ
りや救急箱等のチェック等手馴れていることに大変驚かされました。日頃からこの地域住民の役割や協力体制
が浸透されていることが伺えました。個々のできることや協力することの大切さを学び、お互いに支え寄り添えあ
える社会を担っていかなければと改めて強く感じたひと時でした。

特定非営利活動法人サンサンいわた 施設長 三輪 浜子
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西部地区ふれあいスポーツ大会（9月12日）

「おはなしキャラバンつばさ 観劇」…（７月3日）



４月
１日（火） 入所式（東原）
１日（火） クッキング（キッズ）
７日（月） おやつづくり（キッズ）

１２日（土） 家族会草取り（あゆみ）
１８日（金） 社会見学
２７日（日） 自由演奏会
２９日（火） くすの木保護者会役員決定

見性寺販売会（5月２９日）

５月
１０日（土） 家族会草取り（あゆみ）
２２日（木） さつまいものつるさし（キッズキャッスル）

６月
２日（月） パン新製品販売開始（くすの木）
４日（水） 市内作業所合同ボウリング大会

７月
３日（木） 「おはなしキャラバンつばさ」人形劇鑑賞

１２日（土） 家族会草取り（あゆみ）
１７日（木） 保護者会（東原）
２４日（木） 電車でおでかけ（キッズ）
２５日（金） かき氷パーティー（キッズ キャッスル）
２５日（金） 親の会主催フリーマーケット（キッズ キャッスル）

キッズ 流しそうめん（８月１１日）

２４日（土） サンサンいわた総会
２８日（水） 見性寺販売
２９日（木） 保護者会（東原）
３０日（金） 磐田学園「わかばまつり」
３１日（土） 磐田東高校学園祭販売

２５日（金） 親の会主催フリーマーケット（キッズ キャッスル）
２７日（日） 豊田東ハッピーフェスタ
３０日（水） 喫茶ペンギンにて食事会（キッズ）
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あゆみ地域交流会（8月9日）

８月
５日（火） お弁当バイキング（キッズ）
７日（木） 民生委員との交流会（キッズキャッスル）
８日（金） キッズ出張によるかき氷パーティ（東原）
９日（土） 地域交流会（あゆみ）

１１日（月） 流しそうめん（キッズ）
２１日（木） 保護者会（東原）
１２日（火）～９/８（月）花咲乃庄出店

９月
１２日（金） 西部地区ふれあいスポーツ大会
１３日（土） 家族会草取り（あゆみ）
１８日（木） 保護者会（東原）
２８日（日） 豊田ふれあい広場

キッズキャッスル 民生委員との交流会（８月７日）



ヤマハ労働組合連合会様が、福祉施設を訪

社会見学社会見学社会見学社会見学((((４月１８日）４月１８日）４月１８日）４月１８日）

おはなしキャラバンつばさ公演「おはなしキャラバンつばさ公演「おはなしキャラバンつばさ公演「おはなしキャラバンつばさ公演「サルサルサルサルかに」かに」かに」かに」（７月３日）（７月３日）（７月３日）（７月３日）

浜松まつり会館、春華堂うなぎパイ
ファクトリー、航空自衛隊エアーパーク
の三か所へ行ってきました。あいにくの
雨となりましたが、楽しみにしていた社
会見学の道中には皆の晴れやかな笑
顔がありました。

浜松まつりの歴史に触れ、うなぎパイ
の製造過程、自衛隊の飛行機の展示
等も見学し、いつもと違う時間を過ごす
ことで仲間同士の共通の話題もでき、
楽しく有意義に過ごすことができました。

ヤマハ労働組合連合会様が、福祉施設を訪
問し人形劇を披露する「チャリティーキャラバ
ン」をサンサンいわたで開催してくださいました。

内容は、みんなが知っている「さるかに合戦」
を劇団流にアレンジした楽しいお話でした。

劇中では、サンサンいわたのメンバーも参加
し踊ったり歌ったり、劇の登場人物になって活
躍しました。

この様子は新聞の取材を受け、翌日掲載もし
ていただき、思い出に残る一日となりました。

ボウリング大会ボウリング大会ボウリング大会ボウリング大会（６月４日）（６月４日）（６月４日）（６月４日）

３ ３

毎年恒例のボウリング大会が６月４日に行われました。
磐田地区作業所の、歴史あるボウリング大会となって
いて、年々参加者が増えています。
「ストライク！」「やった！」と大きな歓声や、皆さんの活
気ある笑い声で、にぎやかで楽しいひとときを過ごしま
した。
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西部地区ふれあいスポーツレクレーション（９月１２日）西部地区ふれあいスポーツレクレーション（９月１２日）西部地区ふれあいスポーツレクレーション（９月１２日）西部地区ふれあいスポーツレクレーション（９月１２日）

浜北総合体育館にて、「第２３回表彰大会」と「第２７回
西部地区ふれあいスポーツレクリエーション大会」が開
催されました。

大会スローガンの「であい えがお つながるきずな」
の通り、いい汗を流し仲間を応援し体を動かしました。
綱引きでも一丸となり力を発揮し、サンサンいわたは準
優勝となりました。

また来年も頑張りましょう。

表彰表彰表彰表彰大会受賞者大会受賞者大会受賞者大会受賞者
永年永年永年永年勤務２０年勤務２０年勤務２０年勤務２０年 平野卓也さん平野卓也さん平野卓也さん平野卓也さん

１０年１０年１０年１０年 金原理絵さん金原理絵さん金原理絵さん金原理絵さん
おめでとうおめでとうおめでとうおめでとうございますございますございますございます ！！！！



長い間皆様に愛され支持され続けてきましたくすの木パ
ンに、今年度から新商品が加わり６月から本格的に販売
しています。

少し新商品の紹介をさせていただきます。

スタッフのおすすめ商品は、

おはぎデニッシュおはぎデニッシュおはぎデニッシュおはぎデニッシュ

…ミスマッチなようでデニッシュ生地によく
合う、おはぎ入り

ガーナデニッシュガーナデニッシュガーナデニッシュガーナデニッシュ

…ミルクチョコレートの甘さに癒される

くすの木

…ミルクチョコレートの甘さに癒される
プチプチプチプチ・・・・ウインナーデニッシュウインナーデニッシュウインナーデニッシュウインナーデニッシュ

… 小腹が空いた時に

プチキャラメルデニッシュプチキャラメルデニッシュプチキャラメルデニッシュプチキャラメルデニッシュ

… ちょっと香ばしく、甘みあっさり、サク
サクとした歯ごたえ

焼焼焼焼きカレーパンきカレーパンきカレーパンきカレーパン

…油で揚げていません。カロリーOFF

従来のくすの木パンと共に、おいしいパンを提供してい
きたいと思っています。

また、皆様のご意見、ご要望を承っておりますので、気
軽にスタッフに声をかけて下さい。

火曜日は店頭販売をしております。

是非お立ち寄り下さい。

スタッフ一同ご来店をお待ちしております。

しっぺいストラップ
磐田市ゆるキャラのしっぺいが、可愛
いストラップになりました！喫茶ペン
ギン、豊岡元気村、サンサンいわた東
原にて販売致しております。ぜひ一度、
お手に取ってみてください。

しっぺいの後姿メロンを食べている
デザインもあります

よろしくお願い
します！
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サンサンいわたの二十歳を迎えた方達に、今の思いや夢、目標などを伺いました。

鈴木鈴木鈴木鈴木 文文文文菜菜菜菜 さん（くすの木）さん（くすの木）さん（くすの木）さん（くすの木）
２０歳になり大人の仲間入りをしました。くすの木でのパン作業も出来ることがだ

んだんとふえてきました。今後は、新商品のパンの成形を、たくさんの種類が出来
るようになりたいと思っています。そして、就労する事を目標に作業をがんばってい
きます。

一戸一戸一戸一戸 清香さん（東原）清香さん（東原）清香さん（東原）清香さん（東原）
自転車で買い物を手伝います。

大場大場大場大場 玲於さん（東原）玲於さん（東原）玲於さん（東原）玲於さん（東原）
２０さいになりました。これからも、たいちょうをくずさず、げんきにおしごとをつづけ

たいです。今、たいじゅうをへらすようにがんばっています。

すずき ふみな

おおば れお

いちのへ さやか

鈴木 英理
すずき えり

池田 昭
はじめまして。こちらで仕事

を始めて、約半年になります
がまだまだ不慣れな所が多く、

いけだ あきら

角田角田角田角田 美奈さん（美奈さん（美奈さん（美奈さん（東原）東原）東原）東原）
私の将来の夢は、好きな人のお嫁さんになることです。今気になっている人がい

ます。すてきなお嫁さんになれるようにがんばりたいです。

永田永田永田永田 匡人さん（匡人さん（匡人さん（匡人さん（東原）東原）東原）東原）
かぞくみんなが、けんこうで、げんきにすごせますように。

みなさんおめでとうございますみなさんおめでとうございますみなさんおめでとうございますみなさんおめでとうございますみなさんおめでとうございますみなさんおめでとうございますみなさんおめでとうございますみなさんおめでとうございます

５月からお世話になってい
ます。この半年皆様のご指
導ありがとうございます。毎

つのだ みな

ながた まさと
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こばやし ひろこ

がまだまだ不慣れな所が多く、
皆様にご迷惑を掛けておりま
す。一刻も早く仕事を覚え、
良い支援が出来る様心掛け
て参りますので宜しくお願い
致します。

古田 恭子
今年の７月よりサンサン・

キッズでお世話になっていま
す。元気な子供たちに毎日
振り回されながら、名前を覚
えることに奮闘中です。３月
に退職し再就職ですが、元
気にがんばりたいと思いま
す。よろしくお願いします。

よしだ きょうこ

小林 浩子
今年の７月からサンサン・

キッズでお世話になっており
ます。

夏休みには元気いっぱい
の子供たちと過ごし、パワー
をもらいました。体を動かし、
子どもたちと一緒にこれから
たくさん遊びたいと思います。

導ありがとうございます。毎
日元気な利用者さんと共に
楽しく過ごしています。

利用者の皆さんが仕事に
取り組めるよう、私自身も元
気に一生懸命励みたいと思
います。まだまだ未熟です
が、よろしくお願い致します。



＜事業支援＞敬称略＜事業支援＞敬称略＜事業支援＞敬称略＜事業支援＞敬称略・・・・順不同順不同順不同順不同
（企業支援・リサイクル支援・寄付金・寄贈品他）

ＮＰＯ法人オールしずおかベストコミュニティ・ネッツトヨタ静浜㈱・ＮＰＯ法人静岡県ボランティア協会・㈱

レッツ・太田・宇式エンジニアリング・磐田南部どっさり市・見付どっさり市・ユーコープ国府台店・Aコープ

豊田北店・Ａコープ豊田中央店・東海福祉専門学校・㈲大橋商事・㈲平野縫製工場・㈲やまや伊藤商店・

I .B .Sスズキ・静岡温室組合磐田支部・竜洋地区女性ボランティア・㈱旭工業所・社会福祉法人聖隷福祉

事業団こうのとり保育園・社会福祉法人聖隷福祉事業団こうのとり豊田保育園・磐田市社会福祉協議会・

ヤマハ労働組合連合会・磐田市手をつなぐ育成会・㈲鷹野商店・竜洋地区民生委員・㈱ＮＴＮ東洋ベアリ

ング・内藤金夫・マックスバリュ東海㈱豊田店・マックスバリュ東海㈱見付店・竜洋地区身障福祉会・とよお

か採れたて元気むら・加茂西屋・アラタマ木型・アサヒ電機・電化のトミー・㈲うえの外装・三善酒店・すず

や酒店・鈴木商店・ふくでハッピーハンズ・磐田市社協ケアサービス・翔運輸㈱・㈱ドリームワールド・浜松

鉄工㈱・東海文化専門学校・遠州中央福祉会デイサービスセンター福田ふれあい荘・教育支援センターあ

すなろ・鈴木定子・藤田・東部地区民生委員・豊田南地区民生委員・㈱ファインキャテック・草崎オカリナ

会・磐田市商工会議所・㈱山治紙業・㈱野末商店・㈱リサイクルエイト・磐田市脳神経外科病院・㈱藤友物

流サービス・メンテナンスイチムラ・ヤマハモーターサポート＆サービス㈱・日産フィナンシャルサービス・

赤堀哲也・高木誠一・東原保護者会・あゆみ保護者会・キッズキャッスル親の会・大場康夫・伊達直人と仲

間たち・パントーネ・藤本商会・磐田市観光協会・星川佳子・浜松日産自動車㈱・髙柳亘・萩田俊子・磐田青

『サンサンいわた』では、継続的に支援して下さる賛助会員を募らせて頂いております。
ご入会頂ける方は、年会費1口1,000円以上。

・各事業所 … 各事業所へ直接ご持参下さい。
・郵便振替 … 口座番号「00840-8-169612」 口座名「特定非営利活動法人サンサンいわた」

サンサンいわた 本部 磐田市東原６３９-４ ☎ 0538-34-8120
fax 0538-3４-8122

間たち・パントーネ・藤本商会・磐田市観光協会・星川佳子・浜松日産自動車㈱・髙柳亘・萩田俊子・磐田青

年会議所・豊田地区社会福祉協議会・くすの木保護者会・斉藤居宅・特養ゆうあいの里・立石新聞店・川

袋自治会・野崎自治会・株式会社エンシュー・匿名の方から寄付金

＜行事＜行事＜行事＜行事・・・・作業手伝い作業手伝い作業手伝い作業手伝い・・・・他の協力＞敬称略他の協力＞敬称略他の協力＞敬称略他の協力＞敬称略・・・・順不同順不同順不同順不同
中泉地区民生児童委員・高橋文江・神井孝子・岩崎初子・大石典男・豊田南部民生児童委員・豊田北部地域福祉部

会、障害者福祉部会・山本政代・坪井紀代子・村井嘉平・酒井利彦・酒井美千代・酒井健太・緑悠社・荒川直三・高橋満

洲司・おもちゃドクター・上本郷自治会・人形劇じゃんけんぽん・東原東自治会・東原西自治会・下本郷自治

会・赤池自治会・立野自治会・しずおか障害者フライングディスク協会・ともりあバルーンの会・さくら咲く学

校（佐藤忍）・加藤・ゆうあいの里・デイサービス
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●法人本部
磐田市東原６３９番地４ ☏0538-34-8120 FAX.0538-34-8122

●サンサンいわた東原
磐田市東原６３９番地４ ☏0538-34-8120 FAX.0538-34-8122

●サンサンいわた東原（喫茶ペンギン）
磐田市国府台５７番地７ ☏0538-37-8866 FAX.0538-37-8866

●サンサンいわた（あゆみ）
磐田市川袋７００番地２ ☏0538-66-6354 FAX.0538-66-6733

●サンサンいわた（くすの木）
磐田市上本郷１００９番地１ ☏0538-33-5130 FAX.0538-33-5130

●相談支援事業所 ほほえみ
磐田市森岡２０２番地１ ☏0538-34-2313 FAX.0538-30-7292

●放課後等デイサービス サンサン・キッズ（主たる事業所）
磐田市森岡２０２番地１ ☏0538-30-7533 FAX.0538-30-7292

●放課後等デイサービス サンサン・キッズ（従たる事業所）
磐田市中泉１２０３番地２ ☏080-6973-2776 FAX.0538-37-7292

●キッズ・キャッスル（障害児放課後児童クラブ）
磐田市中泉１２０３番地２ ☏0538-37-7290 FAX.0538-37-7222

前号の広報誌で、
初めてとなる利用者
さんを主体とした頁を
設けたことに引き続き、
第９号では、利用者さんの声を掲載させてい
ただきました。今回は「二十歳を迎えた方」に
スポットをあて、皆さんの思いを紹介させて頂
きました。

初めて広報誌を担当させていただき、沢山
の皆様に支えられ、無事本号を発行すること
ができました。

ご協力いただきました利用者の皆様ならび
保護者の皆様、その他多くの関係者様に心
よりお礼申し上げます。

第９号広報委員 山口 成沢


