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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’

日本日本日本日本の学校や企業・役所などは４月に始まって翌年３月で終了するとの学校や企業・役所などは４月に始まって翌年３月で終了するとの学校や企業・役所などは４月に始まって翌年３月で終了するとの学校や企業・役所などは４月に始まって翌年３月で終了するといういういういう一一一一年年年年ごとのごとのごとのごとの

サイクルが多いですね。そのため４月になりますとフレッシュな１年生、また入社式をサイクルが多いですね。そのため４月になりますとフレッシュな１年生、また入社式をサイクルが多いですね。そのため４月になりますとフレッシュな１年生、また入社式をサイクルが多いですね。そのため４月になりますとフレッシュな１年生、また入社式を

済ませた新入社員があちこちで見受けられます。毎年のことではありますが、新鮮な気済ませた新入社員があちこちで見受けられます。毎年のことではありますが、新鮮な気済ませた新入社員があちこちで見受けられます。毎年のことではありますが、新鮮な気済ませた新入社員があちこちで見受けられます。毎年のことではありますが、新鮮な気

分・活気に満ち溢れた雰囲気が感じられます分・活気に満ち溢れた雰囲気が感じられます分・活気に満ち溢れた雰囲気が感じられます分・活気に満ち溢れた雰囲気が感じられます。。。。サンサンいわたにも新しく利用者が入っサンサンいわたにも新しく利用者が入っサンサンいわたにも新しく利用者が入っサンサンいわたにも新しく利用者が入っ

てきました。職員も何人か増えています。てきました。職員も何人か増えています。てきました。職員も何人か増えています。てきました。職員も何人か増えています。

理事長理事長理事長理事長 青島伊弉美青島伊弉美青島伊弉美青島伊弉美

豊田豊田豊田豊田地区池田に地区池田に地区池田に地区池田にはははは、、、、サンサンサンサンサンサンサンサンいわたいわたいわたいわたのののの２つ目２つ目２つ目２つ目のののの放課後ディサービス放課後ディサービス放課後ディサービス放課後ディサービス『『『『キッズ・わキッズ・わキッズ・わキッズ・わくわくわくわくわ

くくくく』が』が』が』がススススタートしました。希望にタートしました。希望にタートしました。希望にタートしました。希望にみちたみちたみちたみちた一一一一年年年年が始まっています。実際は誰もが年を重ねが始まっています。実際は誰もが年を重ねが始まっています。実際は誰もが年を重ねが始まっています。実際は誰もが年を重ね

ているているているているのにのにのにのに若返った気分になってうれしいものです若返った気分になってうれしいものです若返った気分になってうれしいものです若返った気分になってうれしいものです。。。。

高齢者にとってはますます残り少ない人生になり、体力は衰え物忘れが多くなるのは高齢者にとってはますます残り少ない人生になり、体力は衰え物忘れが多くなるのは高齢者にとってはますます残り少ない人生になり、体力は衰え物忘れが多くなるのは高齢者にとってはますます残り少ない人生になり、体力は衰え物忘れが多くなるのは

仕方の無いことですが、気分はいつも若く楽しく過ごしたいものです。年をとる、重ね仕方の無いことですが、気分はいつも若く楽しく過ごしたいものです。年をとる、重ね仕方の無いことですが、気分はいつも若く楽しく過ごしたいものです。年をとる、重ね仕方の無いことですが、気分はいつも若く楽しく過ごしたいものです。年をとる、重ね

るということはその分、経験という財産知識が増えるわけです。利用者の皆さん、保護るということはその分、経験という財産知識が増えるわけです。利用者の皆さん、保護るということはその分、経験という財産知識が増えるわけです。利用者の皆さん、保護るということはその分、経験という財産知識が増えるわけです。利用者の皆さん、保護

者・家族の皆さん、もちろん職員の方々もたくさんの経験をして、自分の財産を増やし者・家族の皆さん、もちろん職員の方々もたくさんの経験をして、自分の財産を増やし者・家族の皆さん、もちろん職員の方々もたくさんの経験をして、自分の財産を増やし者・家族の皆さん、もちろん職員の方々もたくさんの経験をして、自分の財産を増やし

たいものですね。でも健康は最も大切で大事なことです。健康には充分配慮したいものですね。でも健康は最も大切で大事なことです。健康には充分配慮したいものですね。でも健康は最も大切で大事なことです。健康には充分配慮したいものですね。でも健康は最も大切で大事なことです。健康には充分配慮し毎日を楽毎日を楽毎日を楽毎日を楽

しく過ごしましょう。今回は年輩者からのお話し・タワゴトでした。しく過ごしましょう。今回は年輩者からのお話し・タワゴトでした。しく過ごしましょう。今回は年輩者からのお話し・タワゴトでした。しく過ごしましょう。今回は年輩者からのお話し・タワゴトでした。

1

・・・目次・・・
Ｐ１ 表紙「理事長挨拶」 Ｐ５ サンサン・キッズ活動記録
Ｐ２ サンサンいわた活動記録 Ｐ６ 各施設近況報告
Ｐ３ サンサンいわた合同行事 Ｐ７ 新しい仲間、新任職員の紹介
Ｐ４ キッズ・わくわく概要 Ｐ８ 協賛・事業所一覧



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

１０１０１０１０月月月月
１１１１日日日日 元気元気元気元気ライブライブライブライブ（（（（あゆみあゆみあゆみあゆみ））））
５５５５日日日日 地域交流会地域交流会地域交流会地域交流会（（（（オカリナオカリナオカリナオカリナ会会会会、、、、くすのくすのくすのくすの木木木木））））
７７７７日日日日 メロンメロンメロンメロン贈呈贈呈贈呈贈呈

１２１２１２１２日日日日 社会参加促進社会参加促進社会参加促進社会参加促進フェアフェアフェアフェアin in in in 磐田参加磐田参加磐田参加磐田参加（（（（東原東原東原東原））））
２３２３２３２３日日日日 いわたふれあいいわたふれあいいわたふれあいいわたふれあい広場参加広場参加広場参加広場参加
３１３１３１３１日日日日 総合防災訓練総合防災訓練総合防災訓練総合防災訓練（（（（あゆみあゆみあゆみあゆみ））））

１１１１１１１１月月月月
４４４４日日日日 インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ予防接種予防接種予防接種予防接種（（（（東原東原東原東原））））
６６６６日日日日 中泉地区中泉地区中泉地区中泉地区ふれあいふれあいふれあいふれあい祭祭祭祭りりりり参加参加参加参加

１１１１１１１１日日日日 産業振興産業振興産業振興産業振興フェアフェアフェアフェア パンパンパンパン納品納品納品納品（（（（くすのくすのくすのくすの木木木木 ～～～～１２１２１２１２日日日日））））

地域地域地域地域交流会交流会交流会交流会

２３２３２３２３日日日日 豊田分遣所職員豊田分遣所職員豊田分遣所職員豊田分遣所職員によるによるによるによる防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練（（（（くすのくすのくすのくすの木木木木））））
２６２６２６２６日日日日 磐田磐田磐田磐田ふれあいふれあいふれあいふれあい作品展出品作品展出品作品展出品作品展出品（～（～（～（～１２１２１２１２月月月月４４４４日日日日））））
２７２７２７２７日日日日 いわたいわたいわたいわたdededede音楽音楽音楽音楽フェスタフェスタフェスタフェスタ参加参加参加参加
２９２９２９２９日日日日 チャリティミュージカルチャリティミュージカルチャリティミュージカルチャリティミュージカル観賞観賞観賞観賞

１２１２１２１２月月月月
３３３３日日日日 ふれあいふれあいふれあいふれあい作品展販売会参加作品展販売会参加作品展販売会参加作品展販売会参加
６６６６日日日日 障障障障がいがいがいがい者週間啓発者週間啓発者週間啓発者週間啓発

１１１１１１１１日日日日 いわたぬくまるマーケットいわたぬくまるマーケットいわたぬくまるマーケットいわたぬくまるマーケット参加参加参加参加
２３２３２３２３日日日日 クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会（（（（合同合同合同合同））））

１１１１月月月月
２１２１２１２１日日日日 防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練（（（（地震体験車地震体験車地震体験車地震体験車、、、、煙体験煙体験煙体験煙体験））））((((東原東原東原東原））））
２２２２２２２２日日日日 しっぺいしっぺいしっぺいしっぺい５５５５rdrdrdrdアニバーサリーアニバーサリーアニバーサリーアニバーサリー（（（（授産製品授産製品授産製品授産製品のみのみのみのみ出品出品出品出品））））
２６２６２６２６日日日日 初詣初詣初詣初詣（（（（合同合同合同合同））））

２２２２月月月月
１１１１日日日日 モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング（（（（くすのくすのくすのくすの木木木木 ～～～～３３３３月月月月））））

チャリティミチャリティミチャリティミチャリティミュュュュージカルージカルージカルージカル
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※※※※毎月体重測定毎月体重測定毎月体重測定毎月体重測定（（（（東原東原東原東原、、、、あゆみあゆみあゆみあゆみ））））
※※※※毎週月曜日歩行訓練毎週月曜日歩行訓練毎週月曜日歩行訓練毎週月曜日歩行訓練・・・・最終月曜日最終月曜日最終月曜日最終月曜日 本人部会本人部会本人部会本人部会（（（（東原東原東原東原））））
※※※※毎月防災訓練毎月防災訓練毎月防災訓練毎月防災訓練

６６６６日日日日 モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング（（（（東原東原東原東原 ～～～～３３３３月月月月１１１１日日日日））））

３３３３月月月月
１４１４１４１４日日日日 モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング（（（（あゆみあゆみあゆみあゆみ ～～～～２５２５２５２５日日日日））））

くすの木 あゆみ 東原

ぬくまるマーケットぬくまるマーケットぬくまるマーケットぬくまるマーケット

総合防災訓練総合防災訓練総合防災訓練総合防災訓練



楽楽楽楽しいクリスマスしいクリスマスしいクリスマスしいクリスマス会会会会 平成平成平成平成28282828年年年年12121212月月月月23232323日日日日

待待待待ちにちにちにちに待待待待ったクリスマスったクリスマスったクリスマスったクリスマス会会会会がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。開会式開会式開会式開会式のののの後後後後、、、、
神井先生神井先生神井先生神井先生のののの手話手話手話手話でででで楽楽楽楽しいクリスマスソングをしいクリスマスソングをしいクリスマスソングをしいクリスマスソングを歌歌歌歌いましたいましたいましたいました。。。。
歌歌歌歌とととと手話手話手話手話はははは難難難難しいけれどしいけれどしいけれどしいけれど、、、、みんなのみんなのみんなのみんなの一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命がががが伝伝伝伝わってきわってきわってきわってきまままま
したしたしたした。。。。理事長理事長理事長理事長のののの尺八尺八尺八尺八とととと二三八会二三八会二三八会二三八会のののの三味線三味線三味線三味線のコラボはのコラボはのコラボはのコラボは日本古日本古日本古日本古
来来来来のののの管楽器管楽器管楽器管楽器のののの尺八尺八尺八尺八とととと弦楽器弦楽器弦楽器弦楽器のののの三味線三味線三味線三味線、、、、このこのこのこの機会機会機会機会にににに聞聞聞聞けてけてけてけて良良良良
かったですかったですかったですかったです。。。。
一番盛一番盛一番盛一番盛りりりり上上上上がったのはがったのはがったのはがったのは、、、、まねまねまねまねりりりりーーーーまんまんまんまん三上三上三上三上さんのものまねさんのものまねさんのものまねさんのものまねライライライライ
ブだったのではブだったのではブだったのではブだったのでは？？？？ものまねはもちろんトークもものまねはもちろんトークもものまねはもちろんトークもものまねはもちろんトークも面白面白面白面白かったですかったですかったですかったです。。。。
一番似一番似一番似一番似ていたのはていたのはていたのはていたのは誰誰誰誰だとだとだとだと思思思思いましたかいましたかいましたかいましたか？？？？一番似一番似一番似一番似ていたのはていたのはていたのはていたのは誰誰誰誰だとだとだとだと思思思思いましたかいましたかいましたかいましたか？？？？
そしてそしてそしてそして、、、、恒例恒例恒例恒例のビンゴゲームものビンゴゲームものビンゴゲームものビンゴゲームも盛盛盛盛りりりり上上上上がりましたがりましたがりましたがりました。。。。

なかなかなかなかなかなかなかなかビンゴビンゴビンゴビンゴがががが出出出出なくてなくてなくてなくて、、、、早早早早くくくく出出出出てててて欲欲欲欲しいーしいーしいーしいー！！！！とととと思思思思いながらいながらいながらいながら
カードにカードにカードにカードに集中集中集中集中していたしていたしていたしていた人人人人、、、、思思思思っていたよりもっていたよりもっていたよりもっていたよりも早早早早くくくく出出出出てやったーてやったーてやったーてやったー
とととと喜喜喜喜んだんだんだんだ人人人人・・・・と・・・・と・・・・と・・・・と様々様々様々様々だったとだったとだったとだったと思思思思いますいますいますいます。。。。
折折折折りりりり紙紙紙紙、、、、スライドショースライドショースライドショースライドショー、、、、クイズとクイズとクイズとクイズと最後最後最後最後までまでまでまで楽楽楽楽しくしくしくしく過過過過ごしていただごしていただごしていただごしていただ
いたのではないでしょうかいたのではないでしょうかいたのではないでしょうかいたのではないでしょうか。。。。

平成平成平成平成29292929年初詣年初詣年初詣年初詣 平成平成平成平成29292929年年年年1111月月月月26262626日日日日

今年今年今年今年はははは五社神社五社神社五社神社五社神社にににに参拝参拝参拝参拝にににに出出出出かけかけかけかけましたましたましたました。。。。
おみくじをおみくじをおみくじをおみくじを引引引引いたりいたりいたりいたり、、、、御守御守御守御守りをりをりをりを買買買買ったりったりったりったり一一一一年年年年のののの無病息災無病息災無病息災無病息災をおをおをおをお
願願願願いしましたいしましたいしましたいしました。。。。
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願願願願いしましたいしましたいしましたいしました。。。。
昼食昼食昼食昼食はサーラシティはサーラシティはサーラシティはサーラシティ浜松浜松浜松浜松でででで中華中華中華中華バイキングでしたバイキングでしたバイキングでしたバイキングでした。。。。おおおお腹一腹一腹一腹一

杯美味杯美味杯美味杯美味しいしいしいしい料理料理料理料理をををを食食食食べみなさんべみなさんべみなさんべみなさん大満足大満足大満足大満足のののの様子様子様子様子でしたでしたでしたでした。。。。
午後午後午後午後ははははテレビでテレビでテレビでテレビで放映中放映中放映中放映中のののの「「「「おんなおんなおんなおんな城主直虎大河城主直虎大河城主直虎大河城主直虎大河ドラマドラマドラマドラマ館館館館」」」」

をををを見学見学見学見学しましたしましたしましたしました。。。。
ドラマドラマドラマドラマ撮影撮影撮影撮影のセットののセットののセットののセットの展示展示展示展示コーナーやコーナーやコーナーやコーナーや、、、、実際実際実際実際にににに使用使用使用使用したしたしたした小道小道小道小道
具具具具、、、、衣装等衣装等衣装等衣装等もももも展示展示展示展示してありましたしてありましたしてありましたしてありました。。。。
おおおお土産土産土産土産コーナーコーナーコーナーコーナーもももも目移目移目移目移りするほどりするほどりするほどりするほど、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの商品商品商品商品がありがありがありがあり、、、、

決決決決めるまでめるまでめるまでめるまで時間時間時間時間がかかったがかかったがかかったがかかった人人人人もいたのではないでしょうかもいたのではないでしょうかもいたのではないでしょうかもいたのではないでしょうか。。。。
天候天候天候天候にもにもにもにも恵恵恵恵まれまれまれまれ、、、、事故事故事故事故、、、、ケガもなくケガもなくケガもなくケガもなく無事無事無事無事にににに帰帰帰帰ってこれてよかってこれてよかってこれてよかってこれてよか
ったですったですったですったです。。。。



新しい施設が仲間入りです新しい施設が仲間入りです新しい施設が仲間入りです新しい施設が仲間入りです

今回今回今回今回のののの開所開所開所開所にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして、、、、様々様々様々様々なななな皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご支援支援支援支援、、、、ごごごご指導指導指導指導いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、大変感謝大変感謝大変感謝大変感謝しておりますしておりますしておりますしております。。。。
開所開所開所開所してしてしてして1111かかかか月月月月がががが経経経経とうとしていますとうとしていますとうとしていますとうとしています。。。。利用者利用者利用者利用者さんのさんのさんのさんの中中中中にはにはにはには、、、、放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブ「「「「キッズキャッスルキッズキャッスルキッズキャッスルキッズキャッスル」」」」をををを
ごごごご利用利用利用利用されていたされていたされていたされていた方方方方もおりますがもおりますがもおりますがもおりますが、、、、今年小学校今年小学校今年小学校今年小学校にににに入学入学入学入学したしたしたした方方方方、、、、他他他他のののの事業所事業所事業所事業所をごをごをごをご利用利用利用利用されていたされていたされていたされていた方等方等方等方等、、、、
様々様々様々様々なななな利用者利用者利用者利用者さんにごさんにごさんにごさんにご利用利用利用利用いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。支援支援支援支援にはにはにはには慣慣慣慣れたれたれたれた職員職員職員職員をををを配置配置配置配置しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、新新新新しいしいしいしい
場所場所場所場所でのスタートとなるでのスタートとなるでのスタートとなるでのスタートとなる事事事事からからからから、、、、日々日々日々日々のののの活動活動活動活動のののの組組組組みみみみ立立立立てやてやてやてや楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方をををを考考考考ええええ、、、、利用者利用者利用者利用者さんにとってよりさんにとってよりさんにとってよりさんにとってより良良良良
いいいい施設施設施設施設（（（（居心地居心地居心地居心地がががが良良良良いいいい場所場所場所場所））））になるになるになるになる様様様様、、、、日々頑張日々頑張日々頑張日々頑張っておりますっておりますっておりますっております。。。。

利用者利用者利用者利用者さんさんさんさん保護者保護者保護者保護者さんをはじめさんをはじめさんをはじめさんをはじめ、、、、近隣近隣近隣近隣のののの皆様皆様皆様皆様にもにもにもにも至至至至らぬらぬらぬらぬ点点点点やややや、、、、ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけするをおかけするをおかけするをおかけする事事事事があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思
いますいますいますいますがががが、、、、応援応援応援応援していただければしていただければしていただければしていただければ幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。

キッズ・キッズ・キッズ・キッズ・わくわくわくわくわくわくわくわく施設長施設長施設長施設長 村松村松村松村松健次健次健次健次
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開所日開所日開所日開所日 ・・・・月月月月～～～～金曜日金曜日金曜日金曜日((((土土土土・・・・日日日日はははは休休休休みみみみ))))

（（（（他他他他にににに夏季休暇夏季休暇夏季休暇夏季休暇・・・・年末年始休暇年末年始休暇年末年始休暇年末年始休暇がありますがありますがありますがあります））））

開所時間開所時間開所時間開所時間 ・・・・学校学校学校学校のあるのあるのあるのある日日日日 12121212：：：：００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０

・・・・学校休業日学校休業日学校休業日学校休業日((((長期休暇長期休暇長期休暇長期休暇・・・・振替休日振替休日振替休日振替休日)))) 9999：：：：00000000～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００

送迎送迎送迎送迎サービスサービスサービスサービス ・・・・学校学校学校学校からキッズ・わくわくからキッズ・わくわくからキッズ・わくわくからキッズ・わくわく

・・・・キッズ・キッズ・キッズ・キッズ・わくわくからわくわくからわくわくからわくわくから自宅自宅自宅自宅((((希望者希望者希望者希望者のみのみのみのみ))))

・・・・学校休業日学校休業日学校休業日学校休業日((((長期休暇長期休暇長期休暇長期休暇))))・・・・・・・・・・・・希望者希望者希望者希望者のみのみのみのみ

利用料金利用料金利用料金利用料金 ・・・・厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省がががが定定定定めるめるめるめる基準基準基準基準によるによるによるによる額額額額

・おやつ・おやつ・おやつ・おやつ代代代代 １００１００１００１００円円円円////日日日日

・・・・活動活動活動活動でででで必要必要必要必要なななな費用費用費用費用

・・・・昼食希望者昼食希望者昼食希望者昼食希望者はははは実費実費実費実費

事業所概要



キッズ・わくわくへ異動しました

キッズ・わくわくが利用
する子どもたちにとって
居心地の良い場所とな
り子どもたちが笑顔でお
家へ帰ってもらえる様

鈴木 研 市村 ひろみ 山関 ひで子 小林 浩子 杉浦 はる美

キッズわくわくが楽
しく過ごせる所とな
るように、サポート
させていただくこと
ができたらと思い

どんな支援ができ
るか不安もありま
すが、子ども達と
一緒にｇｒｏｕ ｕｐ
できたらなと思い

不安で一杯です
が、元気な子ど
も達と毎日を楽
しく過ごせたらと
思います。

子どもたちに、わ
くわくに来ることが
楽しみにしてもら
えるように、努力
したいと思います。

� よろしくお願いします�

サンサン・キッズ 活動報告

１０月２３日 いわたふれあい広場 ステージ参加
２４日 総合防災訓練

１１月２１日 芋掘り・・・・土屋ライス
ミカン狩り・・・磐田農高

２５日 ミカン狩り・・・磐田農高
２６日～１２月４日 ふれあい作品展 出品

１２月１１日 ぬくまるマーケット ステージ参加
２２日 クリスマス会 おやつ作り」
２７日 劇団「じゃんけんぽん」観劇
２８日 大掃除

１月 ４日 初詣「見付天神」
食事体験「喫茶ペンギン」

５日 初詣「郷社」
２月 ３日 豆まき
３月２１日 食事体験「喫茶ペンギン」

２４日 お別れ遠足「豊橋のんほいパーク」
２９日 お別れ遠足「うおっと・幸楽苑・うなぎパイファクトリー」

家へ帰ってもらえる様
に一緒に遊びたいと思
います。

ができたらと思い
ます。

できたらなと思い
ます。

思います。 したいと思います。
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２９日 お別れ遠足「うおっと・幸楽苑・うなぎパイファクトリー」
３０日 アコーディオンで歌おう「荒川さん」
２９日 おやつ作り「ホットケーキ」

キッズ・キャッスル 活動報告

１０月２３日 いわたふれあい広場 ステージ参加
２４日 総合防災訓練

１１月 ３日 芋掘り会・・・土屋ライス
２６日～１２月４日 ふれあい作品展出品

１２月１２日～１６日 クリスマス会
１３日 ぬくまるマーケット
２７日 劇団「じゃんけんぽん」観劇

２月 １日～３日 豆まき
３月 １日～７日 ひな祭り

２３日 卒業・進級お祝い会
３０日 アコーディオンで歌おう「荒川さん」



各 施 設各 施 設各 施 設各 施 設 近 況 報 告近 況 報 告近 況 報 告近 況 報 告

サンサンいわたサンサンいわたサンサンいわたサンサンいわた （（（（あゆみあゆみあゆみあゆみ））））
あゆみのあゆみのあゆみのあゆみの仕事仕事仕事仕事はははは、、、、縫製作業縫製作業縫製作業縫製作業、、、、車車車車のののの部品組立部品組立部品組立部品組立、、、、ぼかしぼかしぼかしぼかし、、、、トレイトレイトレイトレイ、、、、ににににくくくくきゅうきゅうきゅうきゅう、、、、缶缶缶缶バッジとバッジとバッジとバッジと作業内容作業内容作業内容作業内容

はははは変変変変わりませんがわりませんがわりませんがわりませんが、、、、缶缶缶缶バッジではラグビーバッジではラグビーバッジではラグビーバッジではラグビー、、、、卓球卓球卓球卓球、、、、海老芋海老芋海老芋海老芋のキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクター『『『『びぃもびぃもびぃもびぃも』』』』とととと、、、、絵柄絵柄絵柄絵柄のののの種種種種

サンサンいわたサンサンいわたサンサンいわたサンサンいわた東原東原東原東原
東原東原東原東原はははは、、、、41414141名名名名のののの利用者利用者利用者利用者さんとさんとさんとさんと多多多多くのくのくのくの作業作業作業作業にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。矢崎矢崎矢崎矢崎エナジーシステムエナジーシステムエナジーシステムエナジーシステム、、、、旭旭旭旭

工業所工業所工業所工業所、、、、エンシューエンシューエンシューエンシュー、、、、アクタアクタアクタアクタ、、、、レッツレッツレッツレッツ、、、、土屋土屋土屋土屋ライスライスライスライス、、、、上村農園上村農園上村農園上村農園、、、、増田採取場増田採取場増田採取場増田採取場、、、、鈴丑織物鈴丑織物鈴丑織物鈴丑織物、、、、縫製縫製縫製縫製
ボールペンボールペンボールペンボールペン、、、、ストラップストラップストラップストラップ制作制作制作制作ですですですです。。。。働働働働くくくく事事事事をををを意識意識意識意識してしてしてして、、、、できるできるできるできる事事事事をををを増増増増やしやしやしやし、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの作業作業作業作業にににに関関関関
わるわるわるわる事事事事ができるようができるようができるようができるよう日々頑張日々頑張日々頑張日々頑張っていますっていますっていますっています。。。。
またまたまたまた、、、、月曜日月曜日月曜日月曜日にはにはにはには、、、、歩行訓練歩行訓練歩行訓練歩行訓練をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。4444月月月月にはにはにはには、、、、近近近近くのくのくのくの桜並木桜並木桜並木桜並木をををを歩歩歩歩きましたきましたきましたきました。。。。

はははは変変変変わりませんがわりませんがわりませんがわりませんが、、、、缶缶缶缶バッジではラグビーバッジではラグビーバッジではラグビーバッジではラグビー、、、、卓球卓球卓球卓球、、、、海老芋海老芋海老芋海老芋のキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクター『『『『びぃもびぃもびぃもびぃも』』』』とととと、、、、絵柄絵柄絵柄絵柄のののの種種種種
類類類類がががが増増増増えましたえましたえましたえました。。。。授産製品授産製品授産製品授産製品についてもについてもについてもについても委託場所委託場所委託場所委託場所がががが増増増増ええええ、、、、地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様にににに商品商品商品商品をををを知知知知っていただくっていただくっていただくっていただく
良良良良いいいい機会機会機会機会になっていますになっていますになっていますになっています。。。。これからはこれからはこれからはこれからは、、、、授産製品授産製品授産製品授産製品のバリエーションをのバリエーションをのバリエーションをのバリエーションを増増増増やしてやしてやしてやしていきたいといきたいといきたいといきたいと思思思思いまいまいまいま
すすすす。。。。

サンサンいわたサンサンいわたサンサンいわたサンサンいわた （（（（くすのくすのくすのくすの木木木木））））
くすのくすのくすのくすの木木木木ではではではでは、、、、2222階階階階軽作業軽作業軽作業軽作業はおはおはおはお弁当弁当弁当弁当のおのおのおのお箸箸箸箸・おしぼりのセット・おしぼりのセット・おしぼりのセット・おしぼりのセット作作作作りりりり、、、、テーピングのテーピングのテーピングのテーピングの検品検品検品検品・・・・袋詰袋詰袋詰袋詰めめめめ

農産物農産物農産物農産物のののの袋袋袋袋のシールのシールのシールのシール貼貼貼貼りりりり、、、、新新新新たにたにたにたに車車車車のののの部品部品部品部品のののの取取取取りりりり付付付付けけけけ作業作業作業作業がががが加加加加わりましたわりましたわりましたわりました。。。。
1111階階階階パンパンパンパン作業作業作業作業はははは、、、、製造日製造日製造日製造日がががが、、、、隔週月曜日隔週月曜日隔週月曜日隔週月曜日とととと毎週火毎週火毎週火毎週火・・・・木木木木・・・・金曜日金曜日金曜日金曜日となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。引引引引きききき続続続続きごきごきごきご予予予予

約約約約もももも承承承承っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、おおおお問合問合問合問合せせせせ下下下下さいさいさいさい。。。。

サンサン・キッズサンサン・キッズサンサン・キッズサンサン・キッズ
平成平成平成平成25252525年年年年にににに開所開所開所開所してしてしてして今年度今年度今年度今年度はははは初初初初めてめてめてめて2222人人人人のののの高等部卒業生高等部卒業生高等部卒業生高等部卒業生がありましたがありましたがありましたがありました。。。。毎日毎日毎日毎日のののの体操体操体操体操タイムタイムタイムタイム

でのダンスやでのダンスやでのダンスやでのダンスや iiii プラザでのプラザでのプラザでのプラザでの外食体験等外食体験等外食体験等外食体験等、、、、小小小小さなさなさなさな体験体験体験体験のののの積積積積みみみみ重重重重ねがねがねがねが、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの表表表表れとなっれとなっれとなっれとなっ
てててて、、、、ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場やぬくまるマーケットへのやぬくまるマーケットへのやぬくまるマーケットへのやぬくまるマーケットへの参加参加参加参加、、、、卒業遠足卒業遠足卒業遠足卒業遠足ではではではでは幸楽苑幸楽苑幸楽苑幸楽苑でででで食事食事食事食事がががができるようにできるようにできるようにできるように
なりましたなりましたなりましたなりました。。。。これからもこれからもこれからもこれからも利用利用利用利用したしたしたした時時時時はははは、、、、笑顔笑顔笑顔笑顔でででで帰帰帰帰ってもらえるようにってもらえるようにってもらえるようにってもらえるように支援支援支援支援したいですしたいですしたいですしたいです。。。。
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キッズ・キャッスルキッズ・キャッスルキッズ・キャッスルキッズ・キャッスル
毎年毎年毎年毎年のののの事事事事なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、親親親親のののの会会会会やボランティアのやボランティアのやボランティアのやボランティアの方方方方のおかげでのおかげでのおかげでのおかげでいもいもいもいもほりほりほりほり会会会会・・・・人形劇人形劇人形劇人形劇のののの鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞・ア・ア・ア・ア

コーディオンコーディオンコーディオンコーディオン演奏会等演奏会等演奏会等演奏会等、、、、多種多様多種多様多種多様多種多様なななな楽楽楽楽しいしいしいしい経験経験経験経験をすることができましたをすることができましたをすることができましたをすることができました。。。。このこのこのこの体験体験体験体験がががが子子子子どもたどもたどもたどもた
ちのちのちのちの成長成長成長成長にににに繋繋繋繋がっているのかなとがっているのかなとがっているのかなとがっているのかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、キッズ・キャッスルではキッズ・キャッスルではキッズ・キャッスルではキッズ・キャッスルでは今日今日今日今日もももも子子子子どもどもどもども
たちのたちのたちのたちの元気元気元気元気なななな声声声声がががが響響響響いていますいていますいていますいています。。。。

相談支援事業所相談支援事業所相談支援事業所相談支援事業所 ほほえみほほえみほほえみほほえみ
特定特定特定特定・・・・計画計画計画計画相談相談相談相談支援支援支援支援ををををはじめてはじめてはじめてはじめて4444年半年半年半年半がたちましたがたちましたがたちましたがたちました。「。「。「。「サンサンいわたサンサンいわたサンサンいわたサンサンいわた」」」」のののの利用者及利用者及利用者及利用者及びびびび家族家族家族家族のののの

方方方方だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、磐田磐田磐田磐田のののの方方方方はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん、、、、浜松浜松浜松浜松～～～～菊川辺菊川辺菊川辺菊川辺りまでのりまでのりまでのりまでの方方方方のののの福祉相談福祉相談福祉相談福祉相談にににに応応応応じておりじておりじておりじており、、、、職員職員職員職員
一同健康一同健康一同健康一同健康にににに留意留意留意留意してしてしてして頑張頑張頑張頑張っていますっていますっていますっています。「。「。「。「磐田市磐田市磐田市磐田市・・・・福祉課福祉課福祉課福祉課」「」「」「」「発達支援室発達支援室発達支援室発達支援室」」」」やややや「「「「市市市市のののの障害者相談障害者相談障害者相談障害者相談
支援支援支援支援センターセンターセンターセンター」」」」ともともともとも協力協力協力協力してしてしてして、、、、これからもこれからもこれからもこれからも皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお役役役役にににに立立立立てればとてればとてればとてればと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。



～新しい仲間の紹介～

入 所 式

～新任職員の紹介～

高塚高塚高塚高塚慎也慎也慎也慎也（（（（たかつかしんやたかつかしんやたかつかしんやたかつかしんや））））さんさんさんさん

袋井特別支援学校袋井特別支援学校袋井特別支援学校袋井特別支援学校からからからから来来来来ましたましたましたました。。。。ここでここでここでここではははは毎毎毎毎

日日日日きちんときちんときちんときちんと仕事仕事仕事仕事をすることをすることをすることをすること、、、、まわりのまわりのまわりのまわりの人人人人とととと仲良仲良仲良仲良

くするくするくするくする事事事事をををを目標目標目標目標にににに頑張頑張頑張頑張りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

どうぞどうぞどうぞどうぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

佐藤佐藤佐藤佐藤瑞記瑞記瑞記瑞記（（（（さとうみずきさとうみずきさとうみずきさとうみずき））））さんさんさんさん

とてもとてもとてもとても楽楽楽楽しいですしいですしいですしいです。。。。友達友達友達友達もできたのでもできたのでもできたのでもできたので頑頑頑頑
張張張張ってやりますってやりますってやりますってやります。。。。

昨年昨年昨年昨年のののの11111111月月月月よりおよりおよりおよりお世話世話世話世話にににに
なっていますなっていますなっていますなっています。。。。利用者利用者利用者利用者のののの皆皆皆皆
様様様様とととと共共共共にににに学学学学びびびび、、、、支支支支ええええ合合合合いいいい、、、、
成長成長成長成長していくことをモットーにしていくことをモットーにしていくことをモットーにしていくことをモットーに
日々勉強日々勉強日々勉強日々勉強していきますしていきますしていきますしていきます。。。。どうどうどうどう
ぞぞぞぞ宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

山本一人山本一人山本一人山本一人

1111月月月月からからからから勤務勤務勤務勤務していますしていますしていますしています。。。。利利利利
用用用用さんとさんとさんとさんと共共共共にににに季節季節季節季節のののの移移移移りりりり変変変変
わりをわりをわりをわりを楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい
思思思思いいいい出出出出をををを沢山作沢山作沢山作沢山作りたいとりたいとりたいとりたいと
思思思思っていますっていますっていますっています。。。。どうぞよろしくどうぞよろしくどうぞよろしくどうぞよろしく
おおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

鈴木初子鈴木初子鈴木初子鈴木初子
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2222月月月月からからからから皆様皆様皆様皆様とととと一緒一緒一緒一緒にににに仕仕仕仕
事事事事をさしていただいていまをさしていただいていまをさしていただいていまをさしていただいていま
すすすす。。。。利用者利用者利用者利用者のののの皆様皆様皆様皆様のののの助助助助けけけけ
になるようになるようになるようになるよう頑張頑張頑張頑張りますりますりますります。。。。

平出英夫平出英夫平出英夫平出英夫

３３３３月月月月からおからおからおからお世話世話世話世話になってになってになってになって
いますいますいますいます。。。。努力努力努力努力することをすることをすることをすることを
忘忘忘忘れずれずれずれず頑張頑張頑張頑張りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いいいい
ますますますますのでのでのでので、、、、よろしくよろしくよろしくよろしくおおおお願願願願いいいい
致致致致しますしますしますします。。。。

吉田美佐子吉田美佐子吉田美佐子吉田美佐子

5555月月月月よりおよりおよりおよりお世話世話世話世話になっておになっておになっておになってお
りますりますりますります。。。。利用者利用者利用者利用者のののの皆様皆様皆様皆様とととと
共共共共にににに笑笑笑笑いいいい、、、、共共共共にににに喜喜喜喜びびびび明明明明るるるる
いいいい毎日毎日毎日毎日をををを過過過過ごしていただごしていただごしていただごしていただ
けるようけるようけるようけるよう、、、、頑張頑張頑張頑張っていきたっていきたっていきたっていきた
いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。

深澤勇気深澤勇気深澤勇気深澤勇気 鈴木秀幸鈴木秀幸鈴木秀幸鈴木秀幸

福祉福祉福祉福祉のののの経験経験経験経験はありませはありませはありませはありませ
んがんがんがんが、、、、1111日日日日もももも早早早早くくくく環境環境環境環境
にににに慣慣慣慣れるようれるようれるようれるよう努力努力努力努力してしてしてして
いきますいきますいきますいきますのでのでのでので、、、、よろしよろしよろしよろし
くおくおくおくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。



＜＜＜＜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・㈲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・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

『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

屋・㈱金重・新造形創造館・豊田みなみ保育園・川島亮一・オカリナ会・豊田商工会議所・しおさい
竜洋・特定非営利活動法人ドリームフィールド雑貨カフェいもねこ・醍醐荘・キッチンカフェどんぐ
り・浄土園・メロンの松香園・キュート美容室・平野ビニール工業㈱・萩田俊子・㈱真工務店・
HondaCars磐田南

＜＜＜＜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・神井孝子・大石典男・豊田南地区民児協障害児者福祉部会・豊田北部民児協障害児者福祉
部会・豊田北部民児協地域福祉部会・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・中崎洋子・中村幸次

「賛助会員」「賛助会員」「賛助会員」「賛助会員」「賛助会員」「賛助会員」「賛助会員」「賛助会員」 入会のご案内入会のご案内入会のご案内入会のご案内入会のご案内入会のご案内入会のご案内入会のご案内

Fax 0538-34-8122
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今年は3月になっても肌寒い日が続き
桜も例年に比べると開花が遅くなりま
した。新しく施設を開所した事により、
利用者さんの人数も昔に比べると随分
増えました。大所帯になると、大変さ
も増えますが、新しい発見も増えます。
毎日をわくわくしながら過ごしたいで
すね。今号の発行にあたりご協力頂い
た皆様方には紙面をお借りし、お礼申
し上げます。
ありがとうございました。 齋藤、成沢

サンサンサンサンサンサンサンサンサンサンサンサンサンサンサンサンいわた事業所いわた事業所いわた事業所いわた事業所いわた事業所いわた事業所いわた事業所いわた事業所
●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 ☏0538-34-2313
磐田市東原639番地4 ☏ 0538-86-3387 Fax 0538-34-8122

●放課後等ディサービス 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

●放課後等ディサービス 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

●放課後等ディサービス キッズ・わくわく
磐田市池田722番地1 ☏ 0538-31-3386 Fax 0538-86-5155

●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

編集後記


