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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’

第48回衆議院議員総選挙が10月22日におこなわれたことは、まだ記憶に新しいこ
とと思います。今回の選挙は、超大型台風21号の襲来により期日前投票所が大変
混みあい、また、選挙年齢が18歳に引き下げられたことにより投票所に親子連れで
の高校生の姿が目立ち、時代の流れを感じさせる選挙でありました。
さて当NPO法人では、障がいのある人が住み慣れた地域で、さまざまな垣根を取り
払い、みんなで助け合い安心して暮らすことのできる地域共生社会を目指していま

施設長 三輪 浜子

払い、みんなで助け合い安心して暮らすことのできる地域共生社会を目指していま
す。
また、各就労継続支援・放課後等デイサービス支援・相談支援事業所では、当事
者、家族の想いに寄り添い、必要な支援、より質の高いサービスが提供できるよう努
めています。
最後に、これらの事業を進めるにあたり、当法人の基本方針である『やさしく支えあ
う明るいみんなの‘わ’』に基づき、地域全体で支えあっていけるよう職員一同邁進し
ていきますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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デンパークにデンパークにデンパークにデンパークにてててて



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

４４４４月月月月
3333日日日日 入所式入所式入所式入所式
8888日日日日 保護者会保護者会保護者会保護者会 草刈草刈草刈草刈りりりり（（（（あゆみあゆみあゆみあゆみ））））
21212121日日日日 社会見学社会見学社会見学社会見学 デンパークデンパークデンパークデンパーク
23232323日日日日 自由演奏会販売会自由演奏会販売会自由演奏会販売会自由演奏会販売会
28282828日日日日 防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練 地震地震地震地震（（（（東原東原東原東原））））

５５５５月月月月
３３３３日日日日 保護者会総会保護者会総会保護者会総会保護者会総会
13131313日日日日 保護者会保護者会保護者会保護者会 草刈草刈草刈草刈りりりり（（（（あゆみあゆみあゆみあゆみ））））
15151515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（（（（くすのくすのくすのくすの木木木木））））
26262626日日日日 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法人総会法人総会法人総会法人総会
31313131日日日日 防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練・・・・災害時災害時災害時災害時のののの対応対応対応対応のののの確認確認確認確認（（（（東原東原東原東原））））

ボウリングボウリング大会大会
31313131日日日日 防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練・・・・災害時災害時災害時災害時のののの対応対応対応対応のののの確認確認確認確認（（（（東原東原東原東原））））

6666月月月月
3333日日日日 防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練 地震地震地震地震・・・・火災訓練火災訓練火災訓練火災訓練（（（（東原東原東原東原））））
10101010日日日日 保護者会保護者会保護者会保護者会 草刈草刈草刈草刈りりりり（（（（あゆみあゆみあゆみあゆみ））））
14141414日日日日 磐田市内作業所合同磐田市内作業所合同磐田市内作業所合同磐田市内作業所合同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
15151515日日日日 袋井特別支援学校高等部二年生一名実習袋井特別支援学校高等部二年生一名実習袋井特別支援学校高等部二年生一名実習袋井特別支援学校高等部二年生一名実習

7777月月月月
7777日日日日 健康診断健康診断健康診断健康診断
7777日日日日 保護者会草刈保護者会草刈保護者会草刈保護者会草刈りりりり（（（（東原東原東原東原））））
8888日日日日 保護者会保護者会保護者会保護者会 草刈草刈草刈草刈りりりり（（（（あゆみあゆみあゆみあゆみ））））
17171717日日日日 職員内部研修職員内部研修職員内部研修職員内部研修
26262626日日日日 花咲乃庄販売会参加花咲乃庄販売会参加花咲乃庄販売会参加花咲乃庄販売会参加（～（～（～（～8/288/288/288/28））））
29292929日日日日 ゆうあいのゆうあいのゆうあいのゆうあいの里夏祭里夏祭里夏祭里夏祭りりりり参加参加参加参加
３０３０３０３０日日日日 豊田東豊田東豊田東豊田東ハッピーフェスタハッピーフェスタハッピーフェスタハッピーフェスタ参加参加参加参加

８８８８月月月月
４４４４日日日日 ボランティアによるかきボランティアによるかきボランティアによるかきボランティアによるかき氷氷氷氷（（（（東原東原東原東原））））
5555日日日日 豊岡軽豊岡軽豊岡軽豊岡軽トラトラトラトラ市参加市参加市参加市参加
19191919日日日日 防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練 地震地震地震地震・・・・水消火器訓練水消火器訓練水消火器訓練水消火器訓練（（（（東原東原東原東原））））
19191919日日日日 保護者会保護者会保護者会保護者会 草刈草刈草刈草刈りりりり・・・・地域交流会地域交流会地域交流会地域交流会バーベキューバーベキューバーベキューバーベキュー（（（（あゆみあゆみあゆみあゆみ））））

ゆうあいの里販売会ゆうあいの里販売会
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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

19191919日日日日 保護者会保護者会保護者会保護者会 草刈草刈草刈草刈りりりり・・・・地域交流会地域交流会地域交流会地域交流会バーベキューバーベキューバーベキューバーベキュー（（（（あゆみあゆみあゆみあゆみ））））
20202020日日日日 竜洋交流竜洋交流竜洋交流竜洋交流センターまつりセンターまつりセンターまつりセンターまつり参加参加参加参加
25252525日日日日 24242424時間時間時間時間テレビテレビテレビテレビ募金活動募金活動募金活動募金活動（（（（マックスバリュマックスバリュマックスバリュマックスバリュ豊田店豊田店豊田店豊田店））））

9999月月月月
3333日日日日 東原東自主防災訓練参加東原東自主防災訓練参加東原東自主防災訓練参加東原東自主防災訓練参加（（（（東原東原東原東原））））
8888日日日日 西部地区西部地区西部地区西部地区ふれあいスポーツレクリエーションふれあいスポーツレクリエーションふれあいスポーツレクリエーションふれあいスポーツレクリエーション大会大会大会大会
9999日日日日 保護者会保護者会保護者会保護者会 草刈草刈草刈草刈りりりり（（（（あゆみあゆみあゆみあゆみ））））
18181818日日日日 職員内部研修職員内部研修職員内部研修職員内部研修 施設見学施設見学施設見学施設見学
24242424日日日日 豊田豊田豊田豊田ふれあいフェスタふれあいフェスタふれあいフェスタふれあいフェスタ参加参加参加参加

総合防災総合防災訓練訓練

あゆみあゆみ 地域交流会地域交流会



社会見学社会見学社会見学社会見学 in in in in デンパークデンパークデンパークデンパーク 平成平成平成平成29292929年年年年4444月月月月21212121日日日日

・お・お・お・お土産買土産買土産買土産買いいいい、、、、花花花花がきれいでしたがきれいでしたがきれいでしたがきれいでした。。。。・お・お・お・お土産買土産買土産買土産買いいいい、、、、花花花花がきれいでしたがきれいでしたがきれいでしたがきれいでした。。。。
・お・お・お・お土産屋土産屋土産屋土産屋さんでおさんでおさんでおさんでお煎餅煎餅煎餅煎餅をををを買買買買ってってってって美味美味美味美味しかったですしかったですしかったですしかったです。。。。・お・お・お・お土産屋土産屋土産屋土産屋さんでおさんでおさんでおさんでお煎餅煎餅煎餅煎餅をををを買買買買ってってってって美味美味美味美味しかったですしかったですしかったですしかったです。。。。
・・・・風車風車風車風車がががが２２２２基回基回基回基回っていてっていてっていてっていて、、、、みんなでおみんなでおみんなでおみんなでお昼昼昼昼をををを食食食食べるのがべるのがべるのがべるのが楽楽楽楽しかったですしかったですしかったですしかったです。。。。・・・・風車風車風車風車がががが２２２２基回基回基回基回っていてっていてっていてっていて、、、、みんなでおみんなでおみんなでおみんなでお昼昼昼昼をををを食食食食べるのがべるのがべるのがべるのが楽楽楽楽しかったですしかったですしかったですしかったです。。。。
・トロッコバスにみんなで・トロッコバスにみんなで・トロッコバスにみんなで・トロッコバスにみんなで乗乗乗乗れたのがれたのがれたのがれたのが良良良良かったですかったですかったですかったです。。。。・トロッコバスにみんなで・トロッコバスにみんなで・トロッコバスにみんなで・トロッコバスにみんなで乗乗乗乗れたのがれたのがれたのがれたのが良良良良かったですかったですかったですかったです。。。。
・・・・建物建物建物建物がきれいでしたがきれいでしたがきれいでしたがきれいでした。。。。・・・・建物建物建物建物がきれいでしたがきれいでしたがきれいでしたがきれいでした。。。。
・ごはんがおいしかったです・ごはんがおいしかったです・ごはんがおいしかったです・ごはんがおいしかったです。。。。エビエビエビエビ煎煎煎煎をををを買買買買えてうれしかったですえてうれしかったですえてうれしかったですえてうれしかったです・ごはんがおいしかったです・ごはんがおいしかったです・ごはんがおいしかったです・ごはんがおいしかったです。。。。エビエビエビエビ煎煎煎煎をををを買買買買えてうれしかったですえてうれしかったですえてうれしかったですえてうれしかったです。。。。。。。。
・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ煎煎煎煎をををを買買買買いましたいましたいましたいました。。。。・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ煎煎煎煎をををを買買買買いましたいましたいましたいました。。。。

社会見学として安城産業文化公園デンパークへ行ってきました社会見学として安城産業文化公園デンパークへ行ってきました。。
天気天気に恵まれ、色とりどりの花を楽しむことができましたに恵まれ、色とりどりの花を楽しむことができました。。

みんなのこえ！

ふれあいスポーツふれあいスポーツふれあいスポーツふれあいスポーツ大会大会大会大会 平成平成平成平成29292929年年年年9999月月月月8888日日日日

・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ煎煎煎煎をををを買買買買いましたいましたいましたいました。。。。・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ・かりんとうとエビ煎煎煎煎をををを買買買買いましたいましたいましたいました。。。。

みんなでみんなでみんなでみんなで乗乗乗乗ったメルヘンったメルヘンったメルヘンったメルヘン号号号号、、、、一緒一緒一緒一緒にににに食食食食べたべたべたべた昼食昼食昼食昼食みんなでみんなでみんなでみんなで乗乗乗乗ったメルヘンったメルヘンったメルヘンったメルヘン号号号号、、、、一緒一緒一緒一緒にににに食食食食べたべたべたべた昼食昼食昼食昼食、、、、、、、、楽楽楽楽しんでいただけたでしょうかしんでいただけたでしょうかしんでいただけたでしょうかしんでいただけたでしょうか？？？？楽楽楽楽しんでいただけたでしょうかしんでいただけたでしょうかしんでいただけたでしょうかしんでいただけたでしょうか？？？？

サンサンいわたは白組として参加しました。サンサンいわたは白組として参加しました。
みんなで頑張った結果、今年は優勝することが出来ました。みんなで頑張った結果、今年は優勝することが出来ました。
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・玉・玉ころがしで、スベッころがしで、スベッてて転びそうに転びそうになったり、綱引き一生なったり、綱引き一生
懸命懸命応援応援しました。しました。
・みんな・みんなと交流できたことがと交流できたことが楽しかったです。楽しかったです。
・玉入れをがんばって一番になったのが・玉入れをがんばって一番になったのがうれしかったです。うれしかったです。
・まわりの応援が力になりました。・まわりの応援が力になりました。
・今年はパンくい競争で早めにパンが取れて良かったです。・今年はパンくい競争で早めにパンが取れて良かったです。
・お昼ご飯のお弁当がとてもおいしかったです。・お昼ご飯のお弁当がとてもおいしかったです。
・白組が一位になって嬉しかったです。・白組が一位になって嬉しかったです。

スポーツ大会前には、作業所に通い社会参加に向けて永年尽力されスポーツ大会前には、作業所に通い社会参加に向けて永年尽力され
た方々への表彰大会もあり、サンサンいわた東原からもた方々への表彰大会もあり、サンサンいわた東原からも22名名1010年表彰年表彰
を受けました。皆さんの一層の活躍を期待します。を受けました。皆さんの一層の活躍を期待します。
おめでとうございます！おめでとうございます！！！

みんなのこえ！



キッズ・わくわくキッズ・わくわく

４４４４月月月月４４４４月月月月
1010101010101010日日日日日日日日 開所式開所式開所式開所式開所式開所式開所式開所式

66666666月月月月月月月月
1818181818181818日日日日日日日日 仲恵会歌謡祭仲恵会歌謡祭仲恵会歌謡祭仲恵会歌謡祭にににに参加参加参加参加（（（（ダンスダンスダンスダンス披露披露披露披露））））仲恵会歌謡祭仲恵会歌謡祭仲恵会歌謡祭仲恵会歌謡祭にににに参加参加参加参加（（（（ダンスダンスダンスダンス披露披露披露披露））））

77777777月月月月月月月月
3131313131313131日日日日日日日日 外食体験外食体験外食体験外食体験（（（（喫茶喫茶喫茶喫茶ペンギンペンギンペンギンペンギン））））外食体験外食体験外食体験外食体験（（（（喫茶喫茶喫茶喫茶ペンギンペンギンペンギンペンギン））））

88888888月月月月月月月月
33333333日日日日日日日日 バイキングバイキングバイキングバイキングバイキングバイキングバイキングバイキング
44444444日日日日日日日日 かきかきかきかき氷氷氷氷パーティーパーティーパーティーパーティーかきかきかきかき氷氷氷氷パーティーパーティーパーティーパーティー
99999999日日日日日日日日 ウォットへおウォットへおウォットへおウォットへお出出出出かけかけかけかけウォットへおウォットへおウォットへおウォットへお出出出出かけかけかけかけ

サンサン・キッズサンサン・キッズ

活動記録活動記録

４４４４月月月月
５５５５日日日日((((水水水水)))) クッキングクッキングクッキングクッキング「「「「焼焼焼焼きそばきそばきそばきそば」」」」

５５５５月月月月
18181818日日日日((((木木木木)))) サツマイモのつるさしサツマイモのつるさしサツマイモのつるさしサツマイモのつるさし
29292929日日日日((((月月月月)))) おやつおやつおやつおやつ作作作作りりりり「「「「ホットケーキホットケーキホットケーキホットケーキ、、、、おおおお好好好好みみみみ焼焼焼焼きききき

７７７７月月月月
２８２８２８２８日日日日((((金金金金)))) 電車電車電車電車ででででＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！((((浜松浜松浜松浜松))))

８８８８月月月月
１１１１日日日日((((火火火火)))) 食事体験食事体験食事体験食事体験((((喫茶喫茶喫茶喫茶ペンギンペンギンペンギンペンギン))))
３３３３日日日日((((木木木木)))) クッキングクッキングクッキングクッキング「「「「カレーカレーカレーカレー作作作作りりりり」」」」
４４４４日日日日((((水水水水)))) かきかきかきかき氷氷氷氷パーティーパーティーパーティーパーティー

外食体験外食体験外食体験外食体験（（（（喫茶喫茶喫茶喫茶ペンギンペンギンペンギンペンギン））））外食体験外食体験外食体験外食体験（（（（喫茶喫茶喫茶喫茶ペンギンペンギンペンギンペンギン））））
1818181818181818日日日日日日日日 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
2121212121212121日日日日日日日日 レッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツ カレークッキングカレークッキングカレークッキングカレークッキングカレークッキングカレークッキングカレークッキングカレークッキング
2222222222222222日日日日日日日日 外食体験外食体験外食体験外食体験（（（（天竜天竜天竜天竜そばそばそばそば））））外食体験外食体験外食体験外食体験（（（（天竜天竜天竜天竜そばそばそばそば））））
2424242424242424日日日日日日日日 おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみ会会会会（（（（アコーディオン・アコーディオン・アコーディオン・アコーディオン・三味線演奏三味線演奏三味線演奏三味線演奏））））おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみ会会会会（（（（アコーディオン・アコーディオン・アコーディオン・アコーディオン・三味線演奏三味線演奏三味線演奏三味線演奏））））

キッズ・キャッスルキッズ・キャッスル

７７７７日日日日((((月月月月)))) おにぎりランチおにぎりランチおにぎりランチおにぎりランチ
２１２１２１２１日日日日((((月月月月)))) 食事体験食事体験食事体験食事体験((((袋井袋井袋井袋井マクドナルドマクドナルドマクドナルドマクドナルド))))
２３２３２３２３日日日日((((火火火火)))) おやつおやつおやつおやつ作作作作りりりり「「「「おおおお好好好好みみみみ焼焼焼焼きききき」」」」
２４２４２４２４日日日日((((木木木木)))) アコーディオンとアコーディオンとアコーディオンとアコーディオンと三味線三味線三味線三味線のののの演奏会演奏会演奏会演奏会

９９９９月月月月
２２２２日日日日((((金金金金)))) バケツバケツバケツバケツ稲稲稲稲のののの稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり
１２１２１２１２日日日日((((月月月月)))) バケツバケツバケツバケツ稲稲稲稲のののの新米新米新米新米でおにぎりパーティーでおにぎりパーティーでおにぎりパーティーでおにぎりパーティー

※※※※毎月毎月毎月毎月 避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練、、、、誕生会誕生会誕生会誕生会

４４４４月月月月
・・・・年度替年度替年度替年度替わりのわりのわりのわりの入入入入れれれれ替替替替ええええ、、、、家具等移動家具等移動家具等移動家具等移動、、、、片片片片づけづけづけづけ 3333～～～～7777日日日日
・・・・誕生会誕生会誕生会誕生会 20202020日日日日

５５５５月月月月
・・・・誕生会誕生会誕生会誕生会 13131313日日日日
・・・・さつまいものつるさしさつまいものつるさしさつまいものつるさしさつまいものつるさし 17171717日日日日
・・・・防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練 17171717日日日日
・・・・中部小中部小中部小中部小のののの運動会見学運動会見学運動会見学運動会見学 27272727日日日日
・・・・駅駅駅駅までまでまでまで散歩散歩散歩散歩 27272727日日日日

6666月月月月
・・・・ミニトマトミニトマトミニトマトミニトマト、、、、落花生落花生落花生落花生をををを植植植植えましたえましたえましたえました 7777日日日日
・・・・買買買買いいいい物体験物体験物体験物体験 17171717日日日日

7777月月月月
・・・・買買買買いいいい物体験物体験物体験物体験 1111日日日日
・・・・ホットケーキホットケーキホットケーキホットケーキ作作作作りりりり 1111日日日日
・・・・七夕飾七夕飾七夕飾七夕飾りりりり作作作作りりりり 5555日日日日・プール・プール・プール・プール準備準備準備準備 21212121日日日日
・プール・プール・プール・プール開開開開きききき 26262626日日日日

８８８８月月月月
・・・・カレーカレーカレーカレー作作作作りりりり 3333日日日日
・・・・かきかきかきかき氷氷氷氷パーティーパーティーパーティーパーティー 4444日日日日
・・・・買買買買いいいい物体験物体験物体験物体験 5555日日日日
・・・・プールプールプールプール片片片片づけづけづけづけ 30303030日日日日、、、、9999月月月月6666日日日日

９９９９月月月月
・・・・防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練
・・・・誕生会誕生会誕生会誕生会 27272727日日日日
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サンサン・サンサン・サンサン・サンサン・キッズキッズキッズキッズ とととと キッズ・わくわくキッズ・わくわくキッズ・わくわくキッズ・わくわく

事業所事業所事業所事業所概要概要概要概要
開所開所開所開所日日日日 月月月月～～～～金金金金((((土土土土・・・・日日日日はははは休休休休みみみみ))))
開所開所開所開所時間時間時間時間 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

学校学校学校学校休業日休業日休業日休業日 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サンサン・キッズからサンサン・キッズからサンサン・キッズからサンサン・キッズ

サンサンサンサンサンサンサンサン・キッズから・キッズから・キッズから・キッズ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))))
学校学校学校学校休業日休業日休業日休業日((((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のののみみみみ

利用利用利用利用料金料金料金料金 厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの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

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

磐田市障害児在宅放課後児童磐田市障害児在宅放課後児童磐田市障害児在宅放課後児童磐田市障害児在宅放課後児童クラブクラブクラブクラブ磐田市障害児在宅放課後児童磐田市障害児在宅放課後児童磐田市障害児在宅放課後児童磐田市障害児在宅放課後児童クラブクラブクラブクラブ
（（（（磐田市委託事業磐田市委託事業磐田市委託事業磐田市委託事業））））（（（（磐田市委託事業磐田市委託事業磐田市委託事業磐田市委託事業））））
開所開所開所開所日日日日 月月月月～～～～金金金金((((土土土土・・・・日日日日はははは休休休休みみみみ))))
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 14:0014:0014:0014:0014:0014:0014:0014:00～～～～～～～～17:3017:3017:3017:3017:3017:3017:3017:30

学校休業日学校休業日学校休業日学校休業日学校休業日学校休業日学校休業日学校休業日 9:009:009:009:009:009:009:009:00～～～～～～～～16:0016:0016:0016:0016:0016:0016:0016:00
送迎送迎送迎送迎サービスサービスサービスサービス送迎送迎送迎送迎サービスサービスサービスサービス なしなしなしなしなしなしなしなし
利用料金利用料金利用料金利用料金利用料金利用料金利用料金利用料金 半日半日半日半日半日半日半日半日 200200200200200200200200円円円円円円円円

一日一日一日一日一日一日一日一日 400400400400400400400400円円円円円円円円
おやつおやつおやつおやつ代代代代おやつおやつおやつおやつ代代代代 100100100100100100100100円円円円円円円円////////日日日日日日日日

事業所での事業所での事業所での事業所での
子ども達の過ごし方子ども達の過ごし方子ども達の過ごし方子ども達の過ごし方

利用利用利用利用料金料金料金料金 厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの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

利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者 小小小小１１１１～～～～高高高高３３３３

〈〈〈〈1111日日日日のののの流流流流れれれれ〉〉〉〉・・・・・・・・・・・・・・・・平日平日平日平日
下校下校下校下校時間時間時間時間～～～～ 学校学校学校学校におにおにおにお迎迎迎迎ええええ

来所来所来所来所・・・・・・・・・・・・手洗手洗手洗手洗い・い・い・い・検温検温検温検温
自由自由自由自由遊遊遊遊び・び・び・び・宿題宿題宿題宿題

15151515：：：：00000000～～～～ おやつおやつおやつおやつ
自由自由自由自由遊遊遊遊びびびび

16161616：：：：45454545～～～～ 体操体操体操体操タイムタイムタイムタイム
17171717：：：：00000000～～～～ 帰帰帰帰りりりりのののの会会会会
17171717：：：：15151515～～～～ 車車車車へのへのへのへの乗乗乗乗りりりり込込込込みみみみ
17171717：：：：30303030 終了終了終了終了

〈〈〈〈1111日日日日のののの流流流流れれれれ〉〉〉〉・・・・・・・・・・・・・・・・長期休暇長期休暇長期休暇長期休暇
9999：：：：00000000～～～～ 来所来所来所来所・・・・・・・・・・・・手洗手洗手洗手洗い・い・い・い・検温検温検温検温

おやつおやつおやつおやつ代代代代おやつおやつおやつおやつ代代代代 100100100100100100100100円円円円円円円円////////日日日日日日日日
利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者 小小小小１１１１～～～～高高高高３３３３小小小小１１１１～～～～高高高高３３３３

〈〈〈〈1111日日日日のののの流流流流れれれれ〉〉〉〉・・・・・・・・・・・・・・・・平日平日平日平日
14:14:14:14:14:14:14:14:0000000000000000～～～～～～～～ 各自来所各自来所各自来所各自来所（（（（基本的基本的基本的基本的にににに保護者同伴保護者同伴保護者同伴保護者同伴））））各自来所各自来所各自来所各自来所（（（（基本的基本的基本的基本的にににに保護者同伴保護者同伴保護者同伴保護者同伴））））

着替着替着替着替え・え・え・え・手洗手洗手洗手洗い・うがい・い・うがい・い・うがい・い・うがい・検温検温検温検温着替着替着替着替え・え・え・え・手洗手洗手洗手洗い・うがい・い・うがい・い・うがい・い・うがい・検温検温検温検温
15:0015:0015:0015:0015:0015:0015:0015:00～～～～～～～～ おやつおやつおやつおやつおやつおやつおやつおやつ

自由遊自由遊自由遊自由遊びびびび自由遊自由遊自由遊自由遊びびびび
～～～～～～～～17:3017:3017:3017:3017:3017:3017:3017:30 終了終了終了終了・・・・保護者保護者保護者保護者おおおお迎迎迎迎ええええ終了終了終了終了・・・・保護者保護者保護者保護者おおおお迎迎迎迎ええええ

〈〈〈〈1111日日日日のののの流流流流れれれれ〉〉〉〉・・・・・・・・・・・・・・・・長期長期長期長期休暇休暇休暇休暇
9999：：：：00000000～～～～ 来所来所来所来所・・・・・・・・・・・・手洗手洗手洗手洗い・い・い・い・検温検温検温検温

自由遊自由遊自由遊自由遊びびびび
11:3011:3011:3011:30～～～～ 昼食昼食昼食昼食
12:3012:3012:3012:30～～～～ 自由遊自由遊自由遊自由遊びびびび
14:3014:3014:3014:30～～～～ おやつおやつおやつおやつ

自由遊自由遊自由遊自由遊びびびび
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9999：：：：00000000～～～～ 来所来所来所来所・・・・・・・・・・・・手洗手洗手洗手洗い・い・い・い・検温検温検温検温
9999：：：：30303030～～～～ 朝朝朝朝のののの会会会会

自由自由自由自由遊遊遊遊び・び・び・び・宿題宿題宿題宿題
11111111：：：：30303030～～～～ 昼食昼食昼食昼食
12121212：：：：30303030～～～～ 自由自由自由自由遊遊遊遊びびびび
14141414：：：：30303030～～～～ おやつおやつおやつおやつ

自由自由自由自由遊遊遊遊びびびび
15151515：：：：15151515～～～～ 体操体操体操体操タイムタイムタイムタイム
15151515：：：：30303030～～～～ 帰帰帰帰りりりりのののの会会会会
15151515：：：：45454545～～～～ 車車車車へのへのへのへの乗乗乗乗りりりり込込込込みみみみ
16161616：：：：00000000 終了終了終了終了

自由遊自由遊自由遊自由遊びびびび
15:4515:4515:4515:45～～～～ おそうじタイムおそうじタイムおそうじタイムおそうじタイム

（（（（おそうじができそうなおそうじができそうなおそうじができそうなおそうじができそうな利用者利用者利用者利用者さんにはさんにはさんにはさんには
声声声声をかけるをかけるをかけるをかける））））

～～～～16:0016:0016:0016:00 終了終了終了終了・・・・保護者保護者保護者保護者のおのおのおのお迎迎迎迎ええええ

事業所事業所事業所事業所事業所事業所事業所事業所よりよりよりよりよりよりよりより

「「「「帰帰帰帰るるるる「「「「帰帰帰帰るるるる時時時時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ってってってはははは笑顔笑顔笑顔笑顔でででで帰帰帰帰ってってってってもらうもらうもらうもらうもらうもらうもらうもらう」」」」をををを意識意識意識意識していますしていますしていますしています。。。。」」」」をををを意識意識意識意識していますしていますしていますしています。。。。
とにかくとにかくとにかくとにかく楽楽楽楽しくしくしくしく過過過過ごしごしごしごし、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく楽楽楽楽しくしくしくしく過過過過ごしごしごしごし、、、、次次次次のののの事業所事業所事業所事業所へへへへ行行行行ってもってもってもっても困困困困らないようにらないようにらないようにらないように次次次次のののの事業所事業所事業所事業所へへへへ行行行行ってもってもってもっても困困困困らないようにらないようにらないようにらないように
自分自分自分自分のののの好好好好きなことをきなことをきなことをきなことを見見見見つけられるようつけられるようつけられるようつけられるよう支援支援支援支援をしていますをしていますをしていますをしています。。。。自分自分自分自分のののの好好好好きなことをきなことをきなことをきなことを見見見見つけられるようつけられるようつけられるようつけられるよう支援支援支援支援をしていますをしていますをしていますをしています。。。。



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））））
車車車車のののの部品部品部品部品のののの組組組組みみみみ立立立立てやシーツのてやシーツのてやシーツのてやシーツの仕上仕上仕上仕上げげげげ、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶やトレーのリサイクルやトレーのリサイクルやトレーのリサイクルやトレーのリサイクル、、、、しっぺいしっぺいしっぺいしっぺいグッズ・にくグッズ・にくグッズ・にくグッズ・にく

きゅうアクリルタワシなどのきゅうアクリルタワシなどのきゅうアクリルタワシなどのきゅうアクリルタワシなどの作成作成作成作成販売販売販売販売やややや、、、、ぼかしぼかしぼかしぼかし肥料肥料肥料肥料のののの仕込仕込仕込仕込みみみみ販売販売販売販売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。。。。
毎日色々毎日色々毎日色々毎日色々なななな仕事仕事仕事仕事にチャレンジしてにチャレンジしてにチャレンジしてにチャレンジして、、、、働働働働くくくく大変大変大変大変さやさやさやさや喜喜喜喜びをびをびをびを感感感感じながらじながらじながらじながら自分自分自分自分にににに自信自信自信自信をつけをつけをつけをつけ外外外外でででで働働働働くくくく
事事事事がががが出来出来出来出来るようにるようにるようにるように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。。。。

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
９９９９月月月月からからからから利用者利用者利用者利用者さんがさんがさんがさんが新新新新たにたにたにたに２２２２名増名増名増名増ええええ、、、、４２４２４２４２名名名名になりましたになりましたになりましたになりました。。。。毎日毎日毎日毎日のののの仕事仕事仕事仕事にににに加加加加ええええ、、、、秋秋秋秋はははは販売会販売会販売会販売会

へのへのへのへの参加参加参加参加もももも増増増増えてきますえてきますえてきますえてきます。。。。社会人社会人社会人社会人としてとしてとしてとして、、、、施設施設施設施設のののの外外外外でのマナーもでのマナーもでのマナーもでのマナーも身身身身につけるにつけるにつけるにつけ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、、、、
言葉言葉言葉言葉づかいなどもづかいなどもづかいなどもづかいなども気気気気をつけをつけをつけをつけ生活生活生活生活していますしていますしていますしています。。。。

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今年度今年度今年度今年度、、、、４４４４月月月月にににに２２２２名一般就職名一般就職名一般就職名一般就職、、、、５５５５月月月月にににに１１１１名特例子会社就職名特例子会社就職名特例子会社就職名特例子会社就職されましたされましたされましたされました。。。。

新新新新たなたなたなたな作業作業作業作業としてとしてとしてとして、、、、１０１０１０１０月月月月からからからから公園公園公園公園のトイレのトイレのトイレのトイレ清掃清掃清掃清掃がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。
１１１１階階階階パンパンパンパン作業作業作業作業、、、、２２２２階軽作業共階軽作業共階軽作業共階軽作業共にににに、、、、就職就職就職就職やややや自分自分自分自分のののの目標目標目標目標にににに向向向向かってかってかってかって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。。。。

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
利用利用利用利用するするするする子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが豊豊豊豊かなかなかなかな放課後活動放課後活動放課後活動放課後活動をををを通通通通してしてしてして経験経験経験経験をををを広広広広げげげげ、、、、地域地域地域地域のののの中中中中でででで自立自立自立自立したしたしたした社会社会社会社会

生活生活生活生活をををを送送送送ることができるようになることをることができるようになることをることができるようになることをることができるようになることを目的目的目的目的としていますとしていますとしていますとしています。。。。母母母母のののの日日日日カードカードカードカード作作作作りやりやりやりや七夕飾七夕飾七夕飾七夕飾りりりり作作作作りりりり、、、、
プールプールプールプール遊遊遊遊びにバケツびにバケツびにバケツびにバケツ稲稲稲稲のののの稲狩稲狩稲狩稲狩りりりり等々季節等々季節等々季節等々季節をををを感感感感じるじるじるじる遊遊遊遊びをびをびをびを中心中心中心中心にににに活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。

キッズ・わくわくキッズ・わくわくキッズ・わくわくキッズ・わくわく
４４４４月月月月にににに開所開所開所開所してしてしてして、、、、半年半年半年半年がががが過過過過ぎようとしていますぎようとしていますぎようとしていますぎようとしています。。。。夏休夏休夏休夏休みにはみにはみにはみには、、、、普段普段普段普段のののの放課後放課後放課後放課後ではできないよではできないよではできないよではできないよ

うなおうなおうなおうなお出出出出かけやかけやかけやかけや、、、、行事行事行事行事などのなどのなどのなどの活動活動活動活動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。。。。秋秋秋秋にはにはにはには、、、、おおおお芋掘芋掘芋掘芋掘りりりり、、、、ミカンミカンミカンミカン狩狩狩狩りりりり等等等等をををを
計画計画計画計画していますしていますしていますしています。。。。これからもこれからもこれからもこれからも、、、、利用利用利用利用するするするする子子子子どもどもどもども達達達達やスタッフにとってやスタッフにとってやスタッフにとってやスタッフにとって、「、「、「、「わくわくわくわくわくわくわくわく」」」」するようなするようなするようなするような場所場所場所場所
にしていきたいですにしていきたいですにしていきたいですにしていきたいです。。。。
『『『『せーのっせーのっせーのっせーのっ！！！！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♪♪♪♪』』』』のののの合言葉合言葉合言葉合言葉がががが、、、、今日今日今日今日もももも元気元気元気元気にににに響響響響いていますいていますいていますいています。。。。
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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
平成平成平成平成17171717年年年年8888月月月月にににに磐田市磐田市磐田市磐田市にににに初初初初めてめてめてめて障害児障害児障害児障害児のののの放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブとしてクラブとしてクラブとしてクラブとして開所開所開所開所しましたしましたしましたしました。。。。平成平成平成平成24242424

年年年年4444月月月月にににに放課後等放課後等放課後等放課後等デイサービスがデイサービスがデイサービスがデイサービスが児童福祉法児童福祉法児童福祉法児童福祉法のなかにのなかにのなかにのなかに位置付位置付位置付位置付けられけられけられけられ、、、、磐田市磐田市磐田市磐田市にもにもにもにも事業所事業所事業所事業所がががが
開所開所開所開所されるようになってきましたされるようになってきましたされるようになってきましたされるようになってきました。。。。それにそれにそれにそれに伴伴伴伴いいいい、、、、利用者利用者利用者利用者さんはさんはさんはさんは少少少少なくなりましたなくなりましたなくなりましたなくなりました。。。。しかししかししかししかし、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ
にはにはにはには、、、、毎日毎日毎日毎日のプールのプールのプールのプール遊遊遊遊びびびび、、、、三味線三味線三味線三味線とアコーディオンのとアコーディオンのとアコーディオンのとアコーディオンの演奏会演奏会演奏会演奏会、、、、かきかきかきかき氷氷氷氷パーティパーティパーティパーティ等等等等のイベントでのイベントでのイベントでのイベントで、、、、
子子子子どもたちのはじけるようなどもたちのはじけるようなどもたちのはじけるようなどもたちのはじけるような笑顔笑顔笑顔笑顔をいっぱいをいっぱいをいっぱいをいっぱい見見見見ることができましたることができましたることができましたることができました。。。。

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
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」「」「」「」「障害者相談支援障害者相談支援障害者相談支援障害者相談支援センターセンターセンターセンター」」」」やややや「「「「社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会」」」」などとなどとなどとなどと協協協協

力力力力してしてしてして相談相談相談相談にににに対応対応対応対応していますしていますしていますしています。。。。８８８８～～～～９９９９月月月月はははは外国人外国人外国人外国人のののの方々方々方々方々のののの相談相談相談相談やややや、、、、事業所事業所事業所事業所のサービスがのサービスがのサービスがのサービスが変変変変
わったりわったりわったりわったり扱扱扱扱いいいい件数件数件数件数もももも多多多多くくくく大変大変大変大変でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、なんとかなんとかなんとかなんとか終了終了終了終了しましたしましたしましたしました。。。。10101010月月月月からもからもからもからも気分気分気分気分をををを新新新新たにたにたにたに、、、、仕事仕事仕事仕事
意欲意欲意欲意欲とととと食欲食欲食欲食欲をををを増増増増しがんばりますしがんばりますしがんばりますしがんばります。。。。

『『『『せーのっせーのっせーのっせーのっ！！！！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♪♪♪♪』』』』のののの合言葉合言葉合言葉合言葉がががが、、、、今日今日今日今日もももも元気元気元気元気にににに響響響響いていますいていますいていますいています。。。。



思い出思い出 写真集写真集

今年もたくさんの思い出ができました今年もたくさんの思い出ができました
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＜＜＜＜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・磐田市社協ケアサービス・翔運輸㈱・㈱ＤＷ・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・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・光ロジシステム㈱・㈱セイキ工業・㈱増田採種場・矢崎エナジー

『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

民生委員・清水新聞店・太陽の家・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・㈲東和ヘルメス・植田秀男・山下六機・大橋洋一・服部病院

＜＜＜＜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・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・寺田正

「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
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例年よりも長く楽しめた桜、雨の多
かった夏を過ぎ、虫の音が心地よい季
節となりました。
今号では行事に参加した利用者の皆さ
んの声も掲載し楽しいひとときが思い
出されました。また、放課後等デイ
サービスの１日について取り上げまし
た。どのように過ごしているのか、イ
メージしていただくことはできたで
しょうか？
発行にあたりご協力いただいた皆様方
に心よりお礼申し上げます。

第１５号 広報委員：鈴木英・深澤

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


