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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’

最近は、風災害や地震による自然災害によって、大切な家族や家を失い、いまだ避難生活
を余儀なくされている方が大勢おります。また、神奈川県相模原市にある障害施設での傷害
事件では、記憶も新しく心を痛められたのではないかと思います。
私たち通所事業所においても防犯対策として、防犯カメラの設置や通報ブザーの設置等検
討しています。しかしその反面、地域に開かれた施設を目指して活動を推進していることと
相反しているという事に、矛盾を感じさせられます。
そのためにも、利用されている方、どのような活動をしているのか。また、地域の中にど
んな施設があるのかを知っていただくことが重要だと思います。んな施設があるのかを知っていただくことが重要だと思います。
よく隣三軒という言葉を耳にします。コミュニケーションが希薄にならないよう、障害が
あっても自立していくことの大切さ、働くことの大切さ、自分らしく生活していくことは、
何ら一般の方と変わりありません。その過程を見守り、家庭・地域・社会を繋げて行く力を、
どのように高めていくことが大切であるかを、事業所として改めて考えさせられます。
制度は、目まぐるしく変わっていきます。社会福祉法の制度改正、給付の見直し、障がい
の特性等、常に勉強しなければなりません。それには、多くの情報が必要とされることから、
アンテナを高く張り巡らせていかなければなりません。また、当法人も今後どのような方向
に進めていくのか、多くの方から問われます。しかし、答えを出すことは容易ではありませ
ん。各事業所を利用される利用者やその家族の方の意見や要望に傾聴するとともに、法人の
基本理念に基づいて経営や事業展開を図り、笑顔の絶えない事業所でありたいと切に願うも
のであります。

施設長 三輪 浜子
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サンサンいわた活動記録サンサンいわた活動記録サンサンいわた活動記録サンサンいわた活動記録サンサンいわた活動記録サンサンいわた活動記録サンサンいわた活動記録サンサンいわた活動記録
4月

1日 入所式
8日 交通安全週間 旗振り（東原）
9日 家族会草取り（あゆみ）

15日 社会見学
24日 アミューズ自由演奏会

販売会
5月

14日 家族会草取り（あゆみ）
27日 サンサンいわた総会

保護者会（東原）

6月

入所式

6月
11日 家族会草取り（あゆみ）
15日 磐田市内作業所交流ボウリング大会参加

ＪＡ豊田店販売会（～11/16）
17日 保護者会（くすの木）
23日 国際ソロプチミスト30周年販売会参加

7月
1日 防災訓練（水消火器訓練）東原
8日 健康診断
9日 家族会草取り（あゆみ）

12日 内部研修（職員施設見学）
20日 保護者会 草刈り（東原）
31日 豊田東ハッピーフェスタ参加

8月
3日 花咲乃庄販売会参加 （～９/５）

アミューズ自由演奏会販売会
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※毎月体重測定（東原、あゆみ）
※毎週月曜日歩行訓練・最終月曜日 本人部会（東原）

※毎月防災訓練

3日 花咲乃庄販売会参加 （～９/５）
5日 保護者会（くすの木）

20日 地域交流会、家族会草取り（あゆみ）
23日 ボランティアによるかき氷（東原）
28日 竜洋交流センターまつり
31日 保護者会 草刈り（東原）

9月
1日 谷島屋ららぽーと磐田店「福祉応援フェア」参加（９/１～９/３０）
4日 地域防災訓練参加（東原）
9日 西部地区ふれあいスポーツレクレーション大会参加

25日 とよだふれあい広場
26日 交通安全週間 旗振り（東原）

地域交流会



とても良い天気に恵まれ、途中で立ち寄った富士川サービスエリアでは、
壮大で優美な富士山を望むことができました。サファリパークでは、サファ
リゾーンでの車窓から真近で見る動物達の迫力と可愛さに皆感動しまし
た。又小動物達とのふれあいもあり良い経験と思い出がまた1つ増えまし
た。

きれいな富士山！

社会見学（4月15日）
富士サファリパーク

みんなで！ハイ、チーズ

袋井市のボーリング場にて市内各作業所の仲間が集まりました。「やったー！スト
ライク」「後もう少し」などの歓声が各レーンから上がり楽しい時間を過ごしました。
今回、サンサンいわたからは「優勝」と「第3位」を取ることができました。

1位 おめでとう！ 3位 おめでとう！

大きなカバだ～ボウリングボウリングボウリングボウリング大会大会大会大会（（（（6666月月月月15151515日日日日））））

ふれあいスポーツレクリエーション大会（9月9日）

今年は700人と例年より多い参加者が熱戦を繰り広げられました!
今回、サンサンいわたは白チームでした。又、リオパラリンピック開
催時期と重なったこともあり、例年に増して気合が入ります!

白チーム がんばれー
息を合わせて転がすよ
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サンサン・キッズ
利用する子ども達が、豊かな放課後活動を

通して経験を広げ、地域の中で自立した社会
生活を送ることができるようになることを目
的としています。いつもの合言葉『サ～ンサ
～ン・キ～ッズ‼』『よっ、ニッポンイチー
‼』の声が、今日も元気に響いています。

４月 ６日(水) クッキング「焼きそば」

キッズ・キャッスル
利用する子どもたちの健全育成及び、

保護者の方の療育負担を少しでも軽く
することを、目的としています。
学校帰りの子どもたちが、『ただいま
～』と元気な声で来所し、中部小の分
教室という恵まれた環境の中、思い思
いの遊びを楽しんでいます。

近況報告

活動記録サンサンキッズ

５月３０日(月) クッキング「焼きそば」

バケツ稲の田植え

６月 ２日(木) サツマイモのつるさし

７月２８日(木) キッズ・キャッスル親の会主催

２９日(金) 電車とバスでおでかけ

８月 ２日(火) ウォットへおでかけ

食事体験(喫茶ペンギン)

４日(木) クッキング「カレー作り」

１０日(水) 流しそうめん

１９日(金) ボウリング大会

２２日(月) おやつ作り「ホットケーキ」

２３日(火) かき氷パーティー

９月 ２日(金) バケツ稲の稲刈り

１２日(月) バケツ稲の新米でおにぎりパーティー

電車とバスでおでかけ

ウォットへおでかけ

食事体験「喫茶ペンギン」

かき氷パーティー

４月 ５日(火) お花見

キッズキャッスル
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４月 ５日(火) お花見

５月１１日(水) カラオケ音楽会

１２日(木) 〃

１７日(火) 保護者会(親の会総会)

６月 １日(水) さかき氷つまいものつるさし

１５日（水）、１６日（木） 輪投げ

ボーリングお楽しみ会

２９日（水）、３０日（木） 七夕飾りつけ

７月１４日(木) 救命救急法講習会

２５日(月) プール開き

２８日(木) パーティー＆お楽しみ会＆バザー

８月２３日(火) かき氷パーティー

※毎月 避難訓練、誕生会

お花見

プール

お楽しみ会



東原東原東原東原
しっぺいストラップ

2種類が新しくなりました！

磐田市の花『つつじ』を

モチーフにしました。

重要無形民俗文化財に指定
されている見付天神裸祭り
をモチーフにしました。

あゆみ にくきゅうアクリルたわし

置いて下さるお店
が増えました !(^^)!
只今４件

「いも猫カフェ」「しおさい竜洋」「喫茶どんぐり」「浄土園」「ボランティアの中崎さ
ん」一つのにくきゅうが繋ぐ「わ」が、少しづつ広がりを見せています。せっかく繋がった
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「わ」を大切に育てていきたいと思っています。

くすの木

しっぺいストラップ

ストラップの色・デザインは全部で4種類で
す。
ぜひ手に取ってみて、お好みの物を選んで
下さい。ストラップを付けてジュビロ磐田
を応援してね。

サッカーボールを蹴るしっぺい



①①①① ケール生葉（大）の袋ケール生葉（大）の袋ケール生葉（大）の袋ケール生葉（大）の袋づめづめづめづめ

ケールケールケールケール生葉生葉生葉生葉（（（（大大大大））））をををを袋袋袋袋にににに
折折折折れないれないれないれないようにようにようにように入入入入れますれますれますれます

袋袋袋袋のののの底底底底をををを三角三角三角三角にににに折折折折りりりり、、、、
テープテープテープテープをををを貼貼貼貼りますりますりますります

出荷

②②②② ケール生葉（小）の袋ケール生葉（小）の袋ケール生葉（小）の袋ケール生葉（小）の袋づめづめづめづめ②②②② ケール生葉（小）の袋ケール生葉（小）の袋ケール生葉（小）の袋ケール生葉（小）の袋づめづめづめづめ

ケールケールケールケール生葉生葉生葉生葉（（（（小小小小））））をををを決決決決められためられためられためられた
重重重重ささささにはかりますにはかりますにはかりますにはかります

袋袋袋袋づめづめづめづめ用用用用のののの器具器具器具器具でででで
包包包包みますみますみますみます

出荷

折折折折れれれれ曲曲曲曲がらないようがらないようがらないようがらないようにににに
袋袋袋袋にいれますにいれますにいれますにいれます機械機械機械機械でででで袋袋袋袋をををを閉閉閉閉めますめますめますめます箱箱箱箱にににに決決決決められためられためられためられた

数数数数をををを入入入入れますれますれますれます
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利用者さんの声利用者さんの声利用者さんの声利用者さんの声
担当担当担当担当のののの方方方方がががが笑顔笑顔笑顔笑顔でででで挨拶挨拶挨拶挨拶をををを返返返返してくれるのでうしてくれるのでうしてくれるのでうしてくれるのでう
れしいですれしいですれしいですれしいです。。。。

葉葉葉葉、、、、茎茎茎茎がががが折折折折れているかれているかれているかれているか判断判断判断判断
するのがするのがするのがするのが難難難難しいですしいですしいですしいです。。。。

慣慣慣慣れてきましたれてきましたれてきましたれてきました。。。。出来出来出来出来るようになってるようになってるようになってるようになってきてきてきてきて
うれしいですうれしいですうれしいですうれしいです。。。。

楽楽楽楽しいですしいですしいですしいです。。。。又又又又、、、、行行行行ってってってって仕事仕事仕事仕事がしたいですがしたいですがしたいですがしたいです。。。。
計計計計りりりり仕事仕事仕事仕事はやりがいがありますはやりがいがありますはやりがいがありますはやりがいがあります。。。。次次次次からからからから
次次次次へとくるのでへとくるのでへとくるのでへとくるので頑張頑張頑張頑張ろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。



12個の計りの上に、アス
パラを乗せます。規定量を
満たす組み合わせは緑のラ
ンプで光ります。

緑のランプで光った場所か
らアスパラを取ります。

アスパラを揃えて結束機に
セットすると、自動で結束
されます。

専用のダンボールに50束
を入れ、宛名・アスパラの
サイズを記載し出荷の準備
ができました。

アスパラを5本ずつ縦・横
に積み上げます。5段積む
と25束となるため、分か
りやすいです。

結束されたアスパラが折れ
ていないか等をチェックし
ます。

出荷先によってアスパラを
1束ずつ袋で個包装します。
袋に上村農園様のシールを
貼ります。

アスパラを保存していたコ
ンテナは、使用後にタオル
で拭き、きれいにしてから
保管します。
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利用者さんの声利用者さんの声利用者さんの声利用者さんの声

アスパラのアスパラのアスパラのアスパラの茎茎茎茎をををを入入入入れるのがれるのがれるのがれるのが大変大変大変大変ですですですです。。。。 アスパラをアスパラをアスパラをアスパラを並並並並べるスピードがべるスピードがべるスピードがべるスピードが早早早早くくくく
出来出来出来出来るようになってきましたるようになってきましたるようになってきましたるようになってきました。。。。

始始始始めのめのめのめの頃頃頃頃はははは計量器計量器計量器計量器にににに載載載載せるせるせるせる時時時時、、、、慌慌慌慌てててててててて落落落落とととと
すことがあったがすことがあったがすことがあったがすことがあったが今今今今はははは慣慣慣慣れてきてれてきてれてきてれてきて落落落落とすとすとすとす事事事事
もなくなってきましたもなくなってきましたもなくなってきましたもなくなってきました。。。。 仕事仕事仕事仕事はははは慣慣慣慣れたがれたがれたがれたが集中集中集中集中してしてしてして頑張頑張頑張頑張りたいですりたいですりたいですりたいです。。。。

立立立立ちちちち仕事仕事仕事仕事なのでなのでなのでなので足足足足がががが疲疲疲疲れますれますれますれます。。。。 シールシールシールシール貼貼貼貼りはりはりはりは、、、、最初難最初難最初難最初難しかったがしかったがしかったがしかったが
今今今今はははは、、、、慣慣慣慣れてきましたれてきましたれてきましたれてきました。。。。



＜＜＜＜事業支援事業支援事業支援事業支援＞＞＞＞敬称略敬称略敬称略敬称略・・・・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コープ豊田中央店・静岡こども福祉専門学校・㈲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・㈱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・内藤金夫・マックスバ
リュ東海㈱豊田店・竜洋地区身障福祉会・とよおか採れたて元気むら・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・磐田市社協ケアサービス・翔運輸㈱・
㈱ＤＷ・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・磐田市商工会議所・㈱山治紙業・㈱野末商店・㈱藤友物流サービス・
メンテナンスイチムラ・鈴木定子・藤田・東原保護者会・あゆみ保護者会・キッズキャッスル親の
会・パントーネ・藤本商会・磐田市観光協会・浜松日産自動車㈱・髙柳亘・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・株式会社エンシュー・株式会
社アクタ・鈴丑織物工場・上村農園・土屋ライス・豊田ゆうあいの里デイサービス・豊田一空園・
竹内新聞店・磐田市東部地区民生委員・清水新聞店・太陽の家・ケアハウスゆやの里・光ロジシス
テム㈱・㈱セイキ工業・㈱増田採種場・矢崎エナジーシステム㈱・加茂西屋・㈱金重・新造形創造

『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

館・豊田みなみ保育園・川島亮一・オカリナ会・豊田商工会議所

＜＜＜＜行事行事行事行事・・・・作業手伝作業手伝作業手伝作業手伝いいいい・・・・他他他他のののの協力協力協力協力＞＞＞＞敬称略敬称略敬称略敬称略・・・・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・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・酒井利彦・酒井美千代・酒井健太・荒川直三・人形劇じゃんけんぽ
ん・東原東自治会・東原西自治会・菅野修美子・豊仙苑・市川園・大橋寛二・竜洋地区民生委員・オ
カリナ会・小出洋史・小林真人

fax 0538-34-8122
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●法人本部
磐田市東原６３９番地４ 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 0538-34-2313
磐田市東原６３９番地４ 0538-86-3387 FAX.0538-34-8122

●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.0538-30-7292

●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

秋も深まり朝晩と冷え、めぐる季節
を日々肌で感じている今日この頃です。
第１３号は、今年度新たに加わった商
品と東原の仲間が取り組んでいる施設
外就労について取り上げました。取り
上げた商品以外にも様々ありますので
是非ご覧下さい。
今号発行にあたり、ご協力頂いた各関
係のみなさまありがとうございました。
今後もサンサンいわたをよろしくお願
い致します。

第１３号 広報委員：片桐・鈴木英

0538-34-8120☏

☏

☏

☏

☏

☏
☏

☏

☏

☏


