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≪やさしく ささえあう 明るいみんなの‘わ’
≫

サンサンいわたは設立して10年を迎えようとしています。この間、利用
者も職員も建物も増加・拡大をしてまいりました。事業も相談事業や放課後
デイサ－ビスなど充実した内容となっています。特に東原の地に土地を購入
して、本部機能を備えた立派な設備が出来たことが印象に残ります。
さてその内容はとみますと、平成29年度も順調に推移し、総会では良い
報告がされるところです。これも保護者の皆さんや地域の皆さん、行政など
関連する多くの方々の御理解・御協力の賜物です。厚くお礼申し上げる次第
です。ありがとうございます。
福祉施設と言えども私達は法人です。赤字経営では継続が出来ません。国
や県・市から戴く税金により運営される法人です。大切なお金をいかに上手
に使うかが私達の腕の見せ所です。幸いにも頼りになる職員が育ってきてい
ます。さらに質を高め信頼される福祉事業にむかい、「サンサンいわたここ
にあり」と言えるような企業となるよう努力してまいります。
これからも御協力・御理解よろしくお願い致します。
理事長 青島伊弉美
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サンサンいわた・サンサンいわた東原 活動記録
１０月
４日 豊田中学校 １年生地域探訪
４、５日 豊田中学校 ２年生職場体験
６日 メロン贈呈
1１日 袋井特別支援学校高等部
２年生２名実習（～２７日）
１２日 磐田第一中学校 ２年生特別支援学校４名、
先生１名体験学習
１４日 元気ライブ（あゆみ）
１８日 地域交流会（くすの木）
1９日 城山中学校 ３年生２名祉体験
２２日 いわたふれあい広場 参加
２６日 インフルエンザ予防接種（あゆみ）
２９日 軽トラ市 in いわた 参加
３１日 インフルエンザ予防接種（東原）
総合防災訓練（あゆみ）
１１月
２日、８日、９日、２７日
袋井特別支援学校保護者４名
福祉事業所体験（東原）
５日 ふれあいまつり竜洋（あゆみ）
７日 袋井特別支援学校保護者１名
福祉事業所体験（あゆみ）
８日 総合防災訓練（くすの木）
１５日 袋井特別支援学校保護者１名
福祉事業所体験（くすの木）
１２月
２日 磐田ふれあい作品展出展（～１０日）
８日 障害者週間啓発活動
１０日 いわたぬくまるマ－ケット参加
１１日 総合防災訓練（東原）
１４日 ヤマハ労連チャリティーミュージカル鑑賞
１６日 福祉応援フェア 参加
２３日 クリスマス会、ワックスがけ
１月
８日 内部研修
２０日 しっぺい６th アニバ－サリ－参加
２５日 本人部会（シズウェル）
利用者２名参加
２６日 初詣
２９日 袋井特別支援学校高等部２年生１名
喫茶ペンギンにて実習（～２月２日）
２月
１２日 モニタリング（～３月２日）
３月
１日～３０日 磐田信用金庫豊田支店展示

障害者週間啓発品配布

総合防災訓練

ふれあいまつり竜洋

※毎月体重測定（東原、あゆみ）
※毎月防災訓練（地震、火災）
いわたぬくまるマーケット
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サンサンいわた 合同行事
～クリスマス会 平成29
平成29年
29年12月
12月23日～
23日～
待ちに待ったクリスマス会が開催されました。
寿さんによる心温まる「アルトサックス演奏」に始まり、エンド
レスジュニアの皆様による「ヒップホップダンス」で大いに盛り上
がりました。
職員による劇「笠地蔵」では、雪が降る中、お地蔵さんに自分の
笠を掛けてあげる優しい心を持とういう事が、演技を頑張った職員
の熱意で伝わったのではないでしょうか。
青島理事長による「尺八演奏」では皆さん 一緒に大きな声で歌
えました。
モノづくりでは世界にたった一つ、自分だけの「万華鏡作り」です。テ－プの貼り付けなど難し
い箇所もありましたが、出来上がった万華鏡を覗いてみると、綺麗で神秘的な光景に感動した事と
思います。
楽しい昼食時間中には１年間の振り返りのスライドショーやオカリナ演奏もありました。最後は
ビンゴ大会です。素敵なプレゼントばかりで皆さん大いに盛り上がっていました。

～初詣 平成30
平成30年１月
30年１月26
年１月26日～
26日～
今年は静岡の浅間大社に参拝に出かけました。おみくじを引いたり、御守りを買ったり一年の無
病息災をお願いしました。
昼食は清水のエスパルスドリ－ムプラザで、おなか一杯美味しい料理を食べ皆さん大満足の様子
でした。昼食後はプラザ内のちびまるこちゃんランドを見学したり、お土産を選んだり、港の風景
を眺めながらアイスクリ－ムを食べたりとたくさんの楽しい思い出が出来ました。天候にも恵まれ
富士山も美しい姿を見せてくれました。
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平成21
平成21年から磐田市の委託を受け、今年度でオープン
21年から磐田市の委託を受け、今年度でオープン10
年から磐田市の委託を受け、今年度でオープン10周年を迎えました。
10周年を迎えました。
喫茶ペンギンでの取り組み

ドリンクＳＴＡＭＰ
ドリンクＳＴＡＭＰカード
ＳＴＡＭＰカード
ドリンクを単品でご注文して頂いたお客様には
スタンプを一つ押します。スタンプが10個たまると
次回来店時にドリンク一杯プレゼント！

火曜日、金曜日のお楽しみ定食提供
今までは、火曜日のみの提供になっていましたが、
金曜日のお楽しみ定食を、来店のお客様に提供しています。

壁面の活用
喫茶メニュ－のカロリ－表示、喫茶ペンギンからのプチ情報、
施設紹介、愛好団体の写真、絵手紙等、健康情報、啓発ポスタ－
を見やすく展示しています。

季節行事にあった食事の提供
夏メニュー（冷やし中華、サラダうどん、山菜おろしそば）
お彼岸の季節はおはぎ、おひな祭りはちらし寿司、節分は福豆
の配布等、季節にあった食事の提供を企画しています。

営業時間 10：00～17：00
休業日
日曜日・祝日
住 所
磐田市国府台５７－７
（ｉプラザ １階）
☎
0538-37-8866
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１０月
２２日(日) いわたふれあい広場 ステージ参加
１１月
１７日(金) 芋掘り・・・・土屋ライス
２２日(水) ミカン狩り・・・磐田濃厚
２７日(月) ミカン狩り・・・磐田農高
１２月
２日(土)～１０日(日) ふれあい作品展 出品
１０日(日) ぬくまるマーケット ステージ参加
２２日(木) おやつ作り
２５日(月) クリスマス会
２７日(水) お楽しみ会「腹話術」「Ｐａｎｅｌシアター」
２８日(木) 大掃除
１月
４日(木) 初詣「見付天神」
食事体験「喫茶ペンギン」
５日(火) 初詣「中泉八幡宮」
２月
１日(木) 豆まき
２日(金) 豆まき
３月
２２日(木) お別れ遠足「豊橋のんほいパーク」
２３日(金) お別れ遠足「豊橋のんほいパーク」
２８日(水) アコーディオンで歌おう「荒川さん」
２９日(木) おやつ作り「ホットケーキ」
＊毎月 誕生会、避難訓練

１０月
１６日(月)
２２日(日)
１１月
３日(金)
１２月
２日(土)
１０日(日)
２５日(月)
２６日(火)

芋ほり

お別れ遠足

外食体験(五味八珍)
いわたふれあい広場(ダンス披露)
サツマイモ掘り

ふれあい作品展
ぬくまるマーケット(ダンス披露)
クリスマスバイキング
冬の遠足(うなぎパイファクトリー・サガミ)
腹話術鑑賞
２８日(木) 大掃除(雑巾掛け競争)
１月
４日(木) 初詣(見付天神)
２月
２日(金) 豆まき
８日(木) 外食体験(天竜そば)
１９日(月) 外食体験(喫茶ペンギン)
３月
９日(金) 外食体験(五味八珍)
２０日(火) 外食体験(ステーキ宮)
２３日(金) バイキング
２６日(月) 卒業遠足(のんほいパーク)
２８日(水) 外食体験(喫茶ペンギン)・アコーディオン演奏会
２９日(木) 春の遠足(のんほいパーク)
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外食体験（喫茶ペンギン）

お別れ遠足

「キッズ・キャッスル」を振り返る
「キッズ・キャッスル」を振り返る
（平成30
（平成30年３月を持ちまして閉所いたしました）
30年３月を持ちまして閉所いたしました）
～キッズ・キャッスルの歩み～
キッズ・キャッスルの歩み～
平成１６年 ９月

平成１７年 ９月

「障害児のための放課後児童クラブを考える会」
が市へ設立を求める要望書を提出
社会福祉法人「丹穂会」が磐田市より委託を受け
中部小学校分教室に開所
・月延べ利用者５９人
・１日平均 ３人

開所当時の新聞記事（静岡新聞 平成17年9月2日(金)掲載）
１１月
平成１８年 ２月

保護者の方からの応募で愛称が「キッズ・キャッスル」に決定
「キッズ・キャッスル」のマークが決定

平成２０年 ３月
・月延べ利用者２００人
・１日平均 １０人
４月 ＮＰＯ法人「ほほえみ磐田」に運営主体が変更
平成２１年 ５月 ＮＰＯ法人「ほほえみ磐田」が４事業所と合併し
ＮＰＯ法人「サンサンいわた」と名称が変わる
平成３０年 ３月

「キッズ・キャッスル」ロゴマーク
閉所
（磐田市内に放課後等デイサービス等の社会資源が確立された為）
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～立ち上げた当時の保護者の方々からのメッセージ（抜粋）～

～皆様からのメッセージ（抜粋）～
・プレイルームで車に乗ったり、みんなでみかん狩りやお芋ほりしたり
楽しい事がいっぱいありました。
・在学中、初めて医療的ケアのある私たちを受入れていただき、
ありがとうございました。
・ここの中部小分校だった校舎の造り、雰囲気がとても良く、子供たちも
心地よくすごせました。
・「ありがとう」
・・・その他多くの皆様からメッセージをいただきました。・・・

～思い出の写真～
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各施設近況報告
各施設近況報告
★サンサンいわた東原★
東原ではガスメ－タ－や自動車の部品組み立て、テ－ピング用テ－プの検品・包装、引
き出物の箱詰め、縫製、喫茶、施設外就労と多くの作業に取り組んでいます。出来る作業を
増やし、働く力、社会人としてのル－ルやマナ－を身に付ける事を意識して活動しています。

★サンサンいわた（あゆみ）★
あゆみでは平野縫製、IBS(車両部品、矢崎部品)の内職作業と、ぼかし、トレイ、アクリ
ルタワシ、缶バッジの自主製品作業を、17名の利用者と4名の職員で取り組んでいます。
内職作業の需要が増し、自主製品のラインナップを増やし、多忙なですが、元気に明るく頑
張っています。

★サンサンいわた（くすの木）★
パンの製造・販売は2月末をもちまして、休止とさせていただいております。長い間ご愛
顧いただきまして誠にありがとうございます。
3月より新たにテ－ピングのフィルム包装の作業、4月より金属の仕分け作業に取り組ん
でいます。利用者の皆さんも新しい作業に慣れてきました。
利用者・職員一同新たなスタ－トを切り、頑張っています。

★サンサン・キッズ★
利用する子どもたちが豊かな放課後活動を通して経験を広げ、地域で自立した生活を送る
ことができることを目的としています。H29年度は3人の高等部卒業生がありました。毎日
の体操タイムでのダンスやiプラザでの外食体験、そして時々行う手遊び、ハンドベル演奏
等々小さな体験の積み重ねが、子供たちの自信となって表れているように思います。これか
らも楽しいこといっぱいやっていきたいです。

★キッズ・わくわく★
昨年の４月に開所して、１年が過ぎました。子ども達の顔つき、体つきを見ると、この１
年の成長を感じ、嬉しく思います。
春休みには、遠足、ボウリング大会、クッキング、アコーディオン演奏会など、普段の放
課後では体験できない様々な活動をすることができました。また、事業所から徒歩１分の距
離にある熊野の長藤へ散歩に行き、お花見を楽しむことができました。
これからも、利用する子ども達やスタッフにとって、「わくわく」するような場所にして
いきたいです。
『せーのっ！キッズ♪わくわく♪』の合言葉が、今日も元気に響いています。

★相談支援事業所 ほほえみ★
磐田市「福祉課」「発達支援室」「障害者相談支援センター」や「社会福祉協議会」など
と協力して相談に対応しています。この４月から「障害者相談支援センタ－」にサンサンい
わたの職員も出向し、多方面から皆様のお役に立てればと思っております。

サンサンいわた 新任職員紹介
新任職員紹介

田黒 さゆ美
いつも元気で明るい
みなさんからパワーを
もらっています！いっ
ぱい笑って元気にお仕
事して一緒に頑張りま
しょう。よろしくお願
いします。

名倉 春民
４月より、東原・キッ
ズでお世話になっており
ます。「やさしく ささ
えあう 明るいみんなの
“わ”」を大切に、少し
でも皆様のお役に立てる
様、努力致します。よろ
しくお願い致します。

長谷川 哲哉
５月より週２回み
なさんと一緒に活動
させてもらいます。
知ってる人たちもい
ますが、たくさんの
人を知り、仲良く活
動していきたいと思
います。
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青島 和雄
４月よりキッズ・わくわくで
お世話になっております。元気
な子供さんの顔と笑顔を見ると、
自然と私も元気になります。早
く子供達の名前と顔が分かるよ
うに、頑張りたいと思います。
皆様のお役に立てるよう努力い
たします。よろしくお願いいた
します。

磐田信用金庫豊田支店ギャラリーでア－ト作品展
地域貢献活動に熱心に取り組んでおられる磐田信用金庫様のご厚意により、豊田支店に併
設された展示スペ－スを提供いただき、利用者さんのア－ト作品を展示しました。

施設外就労先が「農林水産大臣賞」受賞
施設外就労先である㈱パシオスの上村光太郎社長が第77回中日新聞賞「内閣農林
水産大臣賞」を授与されたのです。受賞が決まった際には利用者さんに「これは私
ひとりの力ではなく、ここで働いてくれる皆さんひとりひとりのおかげです。」と
労いの言葉を掛けて下さいました。
これからアスパラガスは夏場の最盛期を迎え、ますます忙しくなりますが、働く
喜びや就労先の方々への感謝の気持ちを大切に、皆で助け合い支えあいながら、利
用者さん職員共に、日々成長していきたいと思います。

東原玄関前にて記念撮影・後列中央が上村社長

アスパラの作業風景

ご寄付 ありがとうございました

コストコホールセール
・ジャパン様より文房
具や、お菓子をいただ
きました。文具は子供
達皆で活用し、お菓子
も美味しくいただきま
した。ありがとうござ
いました。
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㈱東海ケミカル様より、図書カード等
をいただき、絵本を購入させていただ
きました。ありがとうございました。

㈱明治様より、お菓子やジュースをい
ただきました。ありがとうございまし
た。

＜事業支援＞敬称略・
＜事業支援＞敬称略・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・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・翔運輸㈱・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・
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・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・萩田俊子・㈱真工務店・
H o n d a C ar s 磐 田 南 ・ ㈲ 東 和 ヘ ル メ ス ・ 植 田 秀 男 ・ 山 下 六 機 ・ 大 橋 洋 一 ・ 鈴 木 睦 己 ・ 鈴 木 徹 ・
シニアクラブ磐田市・佐藤壽昭・グル－プホ－ム笑円・デイサ－ビスまどか・㈱東海ケミカ
ル・コストコホールセールジャパン・㈱明治
＜行事・
＜行事・作業手伝い・
作業手伝い・他の協力＞敬称略・
他の協力＞敬称略・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・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・山﨑雅敏

「賛助会員」 入会のご案内
『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

編集後記
サンサンいわたの広報誌も今回で、
第１６号を無事に発行することが出来
ました。発行にあたりご協力をいただ
いた皆様方には紙面をお借りして心よ
りお礼申し上げます。
今春は桜の開花が例年より早く最近
は夏日を思わせる日もあり、これから
の本格的な夏に向けて利用者、職員
共々健康には充分注意して日々の作業、
業務に邁進してまいりたいと思います。
第１６号 広報委員：山本・鈴木秀

サンサンいわた事業所
サンサンいわた事業所
●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

10

