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～台風24号から学んだこと～
台風24号の縦断により、日本各地に大きな爪痕を残していきました。この磐田市でも大
規模停電、塩害等により大被害が発生しました。当法人での被災状況は、サンサンいわた東
原は2日間の停電、看板の倒き。サンサン・キッズは、ひさしの破損、網戸の破損。キッ
ズ・わくわくは、2日間の停電、断水、看板の倒壊、強風により車両に傷。あゆみは半日の
停電、一部屋根の損壊。くすの木は半日の停電でした。台風翌日は、サンサン・キッズ、
キッズ・わくわくは断水により休み、サンサンいわた東原、あゆみ、くすの木は、通常営業
となりました。給食業者も停電により営業中止となり、備蓄の非常食で対応しました。また
いつもと違う雰囲気や、電気のつかない作業室に何度も「電気をつけて」と確認に来る利用
者、アルファー米や缶詰のパンの給食にも不満の声もなく（いつもなら、まずい、おいしく
ない、硬い等の声があるが）日中の生活を送りました。幸いにもこの2日間は、天気も良く、
暑くも寒くもないことが大変助かりました。
今回の経験を糧に、今後は、BCP（事業継続計画）の作成も視野に入れ損害を最小限に抑
え、事業の継続や復旧を図るための計画を作成していきたいと思います。また、現在建設中
の作業棟増設に伴い、ソーラーパネルの設置や発電機の購入により、携帯電話やパソコン等
への充電を地域住民の皆さんに供給していきたいと思います。
終わりに、法人として10年たった今、共に暮らしやすい生活を支えていけるサンサンい
わたであれば幸いに存じます。
サンサンいわた東原
施設長 三輪浜子

4月20日(金)社会見学
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サンサンいわた活動記録

4月
2日 防災訓練（あゆみ・くすの木）
20日 社会見学
30日 防災訓練 地震（東原）
5月
1日 防災訓練（あゆみ・くすの木）
2日 保護者会総会（東原）
25日 サンサンいわた総会

6月
1日 防災訓練（東原・あゆみ・くすの木）
2日 豊田東地区福祉研修会参加（東原）
13日 袋井特別支援学校高等部２年生、３年生
20日 磐田市内作業所交流ボウリング大会参加
28日 防災訓練 地震（東原）
7月
2日
6日
16日
29日

24時間テレビ募金活動

防災訓練（あゆみ・くすの木）
健康診断
内部研修
豊田東ハッピーフェスタ参加

8月
1日 花咲乃庄販売会参加 （～９/２）
防災訓練 火災（東原・あゆみ・くすの木）
3日 ボランティアによるかき氷（東原）
11日 24時間テレビ募金活動
18日 地域交流会（あゆみ）

地域交流会（あゆみ）

9月
1日
2日
13日
14日
21日
28日

防災訓練（あゆみ・くすの木）
地域防災訓練参加（東原）
就労面接会参加
西部地区ふれあいスポーツレクレーション大会参加
内部研修（職員施設見学）
防災訓練 火災（東原）

表彰大会

※毎月体重測定（東原、あゆみ）

綱引き
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社会見学（
社会見学（４月20
４月20日
20日） コアレックス信栄（株）
富士山世界遺産センター
今回の社会見学はコアレックス信栄（株）様にてトイレット
ペーパー工場の見学と、富士山世界遺産センターへ行ってきまし
た。広々とした工場を案内してもらいながら、大きな機械でトイ
レットペーパーが出来上がるまでの過程を、みんな目を輝かせな
がら見入っていました。

真剣です！

巨大なトイレットペーパー？

快晴の富士山世界遺産センター

磐田市内作業所交流ボウリング大会（
磐田市内作業所交流ボウリング大会（6月20日
20日）
今年も袋井グランドボウルで市内
各作業所の仲間とボウリングを楽し
みました。バンパーレーン仕様で、
ガーターの心配なし。皆さん昨年よ
りもスコアは上がったかな？

ふれあいスポーツレクリエーション大会（
ふれあいスポーツレクリエーション大会（9
スポーツレクリエーション大会（9月14日
14日）
朝からの豪雨も、大会の始まる直前にはみんなの熱気にあてられ晴れ
間も見えてきました。サンサンいわたは赤チームでした。総合４位でし
たが、団結力とやる気は１位！みんなで盛り上がった楽しい一日でした。

今年の勤続表彰の皆様

魂の走りで表彰されました
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赤組がんばれー

サンサンいわた 防災に関する取組と課題
～近年の異常気象に備えて～
９月３０日(日)から１０月１日(月)
にかけて台風２４号が日本列島を縦
断する形で進みました。
当法人の所在地でもある磐田市で
も、非常に強い風が吹き、事業所で
も看板の倒壊やビニールの庇が飛ぶ
被害がでました。
今回の台風での被害状況や、台風
対策、今後の課題についてまとめて
みました。

各事業所の台風２４号の被害状況、利用者受入状況
★人的な被害
〇全事業所被害なし
★建物、設備関係の被害
〇法人本部（サンサンいわた東原・相談支援事業所ほほえみ）
・看板の傾きが発生。
・停電（30日(日)深夜発生し、２日(火)15時頃解消）。
・停電に伴い電話、ＦＡＸ、メール不通。

〇サンサンいわた（あゆみ）
・停電（30日(日)深夜発生し、１日(月)15時頃解消）。
・停電に伴うＦＡＸ不通（電話、メールは発電機で対応）。
・玄関タイル部分に雨水が侵入。

〇サンサンいわた（くすの木）
・特に被害なし。

〇サンサン・キッズ
（主たる事業所）
・ビニールの軒が破れ破損。
（従たる事業所）
・玄関横の松の木の枝折れ。
・自転車置き場の雨どい破損。
・物置の屋根（アクリル板）の破損。

〇キッズ・わくわく
・看板の倒壊（倒壊により送迎車に軽微な傷）。
・停電（30日(日)深夜発生し、１日(月)20時頃解消）。
・停電に伴う電話、ＦＡＸ、メール不通。
・停電による断水（給水ポンプが作動しない為）。

キッズ・わくわく

看板倒壊

★利用者受け入れ状況
〇サンサンいわた東原
・1日(月)より通常受入（給食業者が休みの為、昼食は事業所配置の非常食(１日)、弁当持参(２日)
で対応）。

〇サンサンいわた（あゆみ）
・1日(月)より通常受入（給食業者が休みの為、昼食は弁当持参や事業所配置の非常食で対応(１日)）。

〇サンサンいわた（くすの木）
・1日(月)より通常受入（給食業者が休みの為、昼食は弁当持参や事業所配置の非常食で対応(１･２日)）。

〇サンサン・キッズ／キッズ・わくわく
・1日(月)は休所、２日(火)より受入。袋井特別支援学校休校の為、弁当持参又はお店で購入。
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法人及び各事業所での事前対策と効果
★法人及び各事業所での事前対策
〇通所時間帯以外での緊急連絡
・職員への緊急連絡は、職員緊急連絡網で対応。
・利用者宅へは、職員より各家庭に連絡。

〇全事業所への非常食の配備
・ペットボトルの水。
・非常食（アルファ化米、パンの缶詰等）。
※数量は事業所人数による。

〇暴風対策
・飛ばされやすい物は、屋内へ移動。
非常食と飲料水

〇浸水、停電等の対策

・簡易土のうで、玄関の雨水侵入対策。
→土のうのみを玄関前に置いた所玄関タイルまで浸水してしまった。土のうの下にブルー
シート等を敷く事が必要である。
・発電機（1.6ｋVA）の配備（1,600Ｗ程度の電気機器の使用可能）・・・あゆみ
→停電時に、電気機器（電話，パソコン）が使用可能となった。

簡易土のう

発電機

今回の台風に対する対応
★法人本部用の携帯電話の増設
停電時も施設外就労等の携帯電話を持って出た事により、事務所に携帯電話が１台も残らなかった
為、業務用の連絡手段が途絶えてしまった事から、携帯電話を法人本部用に１台増設した。

★支援学校からの情報入手
支援学校の休校連絡等の情報を得るために、事業所のパソコンのメールを登録してあったが、停電
でパソコンを起動する事ができなかった。今後は、支援学校へ業務用携帯電話のメールアドレスを
登録し、情報を受け取る事ができる様に変更した。（メール機能の新規契約）

今後の課題
★法人本部（サンサンいわた東原）への停電対策
電話、パソコン等の機器が使用できなくなった。また、業務用携帯電話の充電がなくなり、充電す
る事ができなくなってしまった事から、発電機の配備を検討する。

★緊急連絡について
利用者への緊急連絡手段として、職員個人の電話から利用者宅へ電話をかける事になっている事に
より個人情報の問題が発生する事から、業務用携帯からの発信や、メールの活用を検討。

★湯沸かしの対応
普段の湯沸かしを電気ポットでおこなっていた事業所は、停電により電気ポットが使用できなく
なってしまった為、カセットコンロとヤカン等を常備しておく。

★照明関係の対応
天候が悪い時や、夜間の避難時の灯り取りに、発電機がある事業所は投光器の準備と、それ以外の
事業所でも、電池式のＬＥＤ照明等を準備していく。
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近況報告
近況報告＆活動記録
報告＆活動記録
キッズ・わくわく

サンサン・キッズ
この夏は、初めて「掛川花鳥園」に社会見学
に行き、1年ぶりにボウリング大会も開催する
ことができました。他にも外食体験、かき氷
パーティー、お楽しみ会など普段の放課後では
体験できない様々な活動を、夏休みの間一緒に
体験することができました。また、豊田支所に
子どもたちの作品をパネルで１カ月展示させて
いただきました。これからも、季節感を大切に、
利用する子どもたちにとって楽しいことをたく
さん企画していきたいと思います。

４月

キッズ・わくわくも開所し２年半がたちまし
た。今年の夏は猛暑でしたが、子ども達は、大
好きな水遊びを楽しんでいました。こんがり日
焼けした子ども達のたくましい姿をみると、
日々の成長を感じ嬉しく思います。今年の夏休
みから、毎日の体操タイムで新しいダンスに挑
戦しています。秋以降に行われるぬくまるマー
ケット等のイベントで、楽しく踊れるように、
子ども達もスタッフもがんばって練習していま
す。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。

３日(火)

社会見学「ウオット」
４月 ２日(月) おやつ作り(ホットケーキ)
外食体験「喫茶ペンギン
３日(火) ボウリング大会
５月２８日(月) 社会見学「うなぎパイファクトリー」
５日(木) クッキング(お好み焼き)
６月１７日(日) 仲恵会参加（ワークピア磐田）
３０日(月) お花見(熊野の長藤)
７月２５・２６日(水・木)
６月１７日(日) 仲恵会歌謡祭に参加
おおふじ学園プール
（ダンス披露）
３１日(火) 社会見学「ウオット」
７月３０日(月) バイキング
（わくわくと合同）
３１日(火) ウォットへＧO
外食体験「喫茶ペンギン」
外食体験(サガミ)
８月 ２日(木) おおふじ学園プール
８月 １日(水) 外食体験(喫茶ペンギン)
３日(金) かき氷パーティー（わくわくと合同）
３日(金) かき氷パーティー
９日(木) ボウリング大会（わくわくと合同）
８日(水) おやつ作り(ホットケーキ)
２２日(水) 社会見学「掛川花鳥園」
９日(木) ボウリング大会
２３日(木) アコーディオン演奏会
１７日(金) クッキング(カレー)
２８日(火) クッキング「カレー」作り
２０日(月) おやつ作り(たこ焼き)
９月 ３日(月) バケツ稲の稲刈り
２１日(火) 外食体験(天竜そば)
５日(水)～28日(金）
２２日(水) 掛川花鳥園へＧＯＧＯ
パネル展示（豊田支所）
外食体験(サガミ)
カレーおいしかった～
１３・１４日(木・金)
２３日(木) お楽しみ会(アコーディオン)
新米でおにぎり作り
２４日(金) 外食体験(喫茶ペンギン)
１９・２０日(水・木）
おやつ作り「ホットケーキ」

※毎月 避難訓練、誕生会

ウオット楽しかったよ♪

歌謡祭仲恵会
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食事外食体験（天竜そば）

新しい仲間の紹介
嘉陽

木村

ミゲルさん

毎日楽しく通っています。
色々な作業も頑張ってます。
よろしくお願いします。

新しい家族ができたようで
毎日たのしいです。よろし
くお願いします。

杉村

光弘

１月よりお世話になっており
ます。利用者さんの一生懸命
作業する姿に感動し、私自身
の活力も湧いてきます。これ
からもよろしくお願いします。

河内

則江

7月からお世話になっています。
右も左も分からない状態ですが、
優しいスタッフと笑顔の子ども
達に支えられています。これか
らも宜しくお願い致します。

萩田

一孝

6月1日からサンサンい
わたに勤務し、現在くす
の木で働いています。よ
ろしくお願いします。

小杉

僚介さん

民枝

キッズのお仕事をして3ヶ月
が経ちました。子どもたちの
笑顔で元気をもらい自分も成
長していきたいと思います。
宜しくお願いします。

勝田

裕子

７月より東原でお世話になって
おります。皆様のことを知って
一緒に仕事をしています。お役
に立てるよう努力しますので、
よろしくお願いします。

太田

博美

7月下旬よりお世話になってお
ります。福祉未経験ではありま
すが、子どもたちが笑顔ですご
せるように頑張ります。

トピックス
東原作業棟増設工事がはじまりました。
７月１９日より東原では、作業の種類が増加した
ことと、個々の障害特性に配慮した作業環境を確
保するため、作業棟の増設工事をすすめておりま
す。利用者、保護者さまにはご迷惑をおかけしま
す。完成は１２月下旬を予定しています。
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＜事業支援＞敬称略・
＜事業支援＞敬称略・順不
（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・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・キュート美容室・萩田俊子・㈱真工務店・
HondaCars磐 田南・ 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
藤嘉昭・グループホーム笑円・デイサービスまどか・（株）東海ケミカル・コストコホールセール
ジャパン・（株）明治・小森里子

＜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・荒川直三・ 東 原 東 自 治 会 ・ 東 原 西
自 治 会 ・ 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・山崎雅敏・汾陽次夫

「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

サンサンいわた事業所
サンサンいわた事業所

編集後記
記録的な酷暑となった長い夏が過
ぎ、朝晩は秋めいた季節を感じられ
る今日この頃です。
今号では台風被害、大規模停電等の
経験を踏まえ、自然災害に対する防
災の取り組みと課題を取り上げまし
た。その他各施設の活動記録、合同
行事、新任職員紹介などを掲載して
あります。
第17号広報誌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。
第17号 広報委員：鈴木秀・鈴木美

●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
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