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元号は「平成」から「令和」に変わりました。令和の時代はどんな社会になるのかなあ。
サンサンいわたも１０年の節目を迎えることとなりました。ここまで順調に推移してきた
こと、この法人をとりまく多くの皆様方のご理解とご協力の賜と厚くお礼を申し上げます。
さて、最近の世の中、何か大きな事が起きるのではないか？何かバタバタと動いておる
ように感じるのは私だけだろうか？中国やアメリカの貿易摩擦・イギリスのユーロ離脱・
中近東の政情不安・北朝鮮の核問題、どれをみても安心して過ごせないと思われることば
かり、情報網が発達している現代１つの事情で地球全体が連動して動きます。良く見てい
ないと、とんでもない事態が発生します。とはいえ私個人は小さいものです。何もできま
せん。ただ私たちは毎日無事に過ごせ、家族が、地域が争いもなく普通の生活ができるこ
と、それこそ究極の目標であり幸せではないでしょうか。
大きなこと結論を先に言いましたが、私たちの周りをみますとこれからますます高齢化
が進み、それも高齢者の一人暮らしは全世帯の1/4になってくると言われています。障害
を持つ我々も、家族も現実を見極め、これから１０年後は２０年後はどうなっているか、
親がいなくなった時のことを今から対応するよう皆さんと話し合いましょう。想像しま
しょう。相談しましょう。国や行政は当然対策をとっていくでしょうが、当事者である私
たちがどうするのか、どうしたいのか声を出し、態度で示し考えてまいりましょう。
理事長 青島伊弉美

初詣は
豊川稲荷
に行きました。
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サンサンいわたの新しい仲間

おめでとうございます！
新年度に変わった４月１日に入所式を実施しました。
今年も「サンサンいわた」には、利用者１名、職員１名の仲間を迎えることになりました。
これから一緒に頑張っていきましょう。

古田 大貴（ふるた だいき）
どんなときも感謝する気持ちを忘れず
「毎日、笑顔いっぱい、元気いっぱい
一生懸命にがんばります」

白幡 瞭（しらはた りょう）
サンサンいわたに若い力を！
毎日、森町から通っています。
利用者さんと楽しく元気に遊んでいます。
よろしくお願いします。

サンサンいわた東原の新作業棟完成！
サンサンいわた

去年７月１９日に着工した、東原の「作業棟」が、平成３０年１２月末に完成いたしまし
た。棟内には棚と手洗い場が設置されています。作業テーブルや椅子等の備品は、赤い羽根
共同募金より助成金をいただき、整備させていただきました。
旭工業所の自動車部品の組み立てをはじめ、多くの作業に取り組んでいます。利用者さん
一人ひとりに適した支援ができる環境が整ってきています。
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サンサンいわた 合同行事
合同行事
クリスマス会（１２月２２日）
待ちに待ったクリスマス会が開催されました。
各作業所の代表者による「開会の言葉」に始まり、
利用者さんの水越千枝さんによる「ウクレレ演
奏」、余興「足芸・ものまね」でお越しいただい
た岩瀬さんには、人形を使った腹話術等で大いに
盛り上げていただきました。
後半は、１年間の振り返りのスライドショーや、
オカリナ演奏でお越し頂いた、草崎オカリナグ
ループ「おたまっちょ」の皆様と参加者全員で、
クリスマスソングを歌ったり、踊ったり、楽しい
時間を過ごしました。
そして恒例のビンゴ大会では、豪華景品を手に
し、皆さんの喜ぶ姿を見ることができました。
最後にクリスマスケーキのお土産もありました。
今年も多くのボランティア・地域の皆様に参加し
て頂きありがとうございました。

初詣（１月２5日）
新しい年を迎え、豊川稲荷に初詣に行ってき
ました。
今年1年の健康と安全を祈願した後は、おみ
くじを引いたり御守りを買いました。昼食は、
門前町のお食事処で、名物の「いなり寿司」を
食べ、皆さん満足した様子でした。
午後に立ち寄った道の駅「もっくる新城」で
は、家族にお土産を選ぶ方や、目を輝かせてソ
フトクリームを食べている方など、各々の時間
を過ごしました。天候にも恵まれ、一日楽しい
思い出が出来ました。
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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
３日～４日 豊田中学校 ２年生職場体験（東原）
４日 豊田中学校 １年生地域探訪（東原）
５日 温室組合よりメロン贈呈
９日 地域交流会（くすの木）
１５日 袋井特別支援学校高等部
２年生１名実習（～２６日）
１６日 磐田第一中学校 体験実習（くすの木）
１８日 城山中学校３年生３名 福祉体験（東原）
２０日 あゆみ保護者会草取り
２４日 総合防災訓練「水消火器・煙・AED体験」（東原）
２５日 東原保護者会「バザー品値付け」
２５日 インフルエンザ予防接種（あゆみ）
２６日 インフルエンザ予防接種（東原）
２８日 いわたふれあい広場 参加
３１日 総合防災訓練「水消火器・煙体験」（あゆみ）

障害者週間啓発品配布

１１月
４日 とよだふれいフェスタ（東原）
４日 ふれあいまつり竜洋（あゆみ）
８日 総合防災訓練「水消火器・煙」（くすの木）
８日～９日 竜洋中学校 体験実習（あゆみ）
１６日 ヤマハ労連チャリティーミュージカル鑑賞
１７日 みんなの福祉教育 販売会 参加（東原）
総合防災訓練

１２月
２日 福祉避難所 開設準備「養護老人ホームとよおか」
４日 障害者週間啓発品配布（あゆみ）
５日 障害者週間啓発品配布（くすの木）
５日～１3日 磐田ふれあい作品展 出展
７日 障害者週間啓発品配布（東原）
９日 いわたぬくまるマ－ケット参加
１２日 車いす等寄贈式（東原）
１４日 年末交通安全県民運動街頭キャンペーン参加６名
のぼり旗掲示(～２８日)（東原）
２０日 東原保護者会大掃除
２２日 クリスマス会、ワックスがけ（東原）
２８日 あゆみ・くすの木保護者会大掃除

いわたふれあい広場

１月
１６日～２９日 袋井特別支援学校高等部
3年生１名実習（東原）
１９日 職員内部研修
２０日 しっぺい７ｔｈアニバーサリー 参加
２５日 初詣

３月
２２日 東原保護者会
※毎月体重測定（東原、あゆみ）
※毎月防災訓練（地震、火災）
※２月～３月 モニタリング

いわたぬくまるマーケット
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サンサン・キッズ
サンサン・キッズ 活動記録
活動記録
１０月
２２日 いわたふれあい広場 ステージ参加
２４日 芋ほり・・・サンサン・キッズ内
１１月
１９日 芋掘り・・・・土屋ライス
２９日 ミカン狩り・・・磐田農業高校
１２月
５日～１3日 ふれあい作品展 出品
１６日 ぬくまるマーケット ステージ参加
２１日 合同クリスマス会
２５日 社会見学「掛川花鳥園」
２６日 ケーキ作り・サンタさんこんにちは
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」
７日 初詣「若宮八幡宮」
３１日 豆まき
２月
１日 豆まき
１４日 高校生外食体験（五味八珍）
２５日 たこまん工場見学・外食体験（喫茶ペンギン）
３月
１４日 高校３年生合同卒業遠足「竹島水族館」
２８日 卒業遠足「掛川花鳥園」・卒業生お別れ会

いわたぬくまるマーケット

アコーディオン演奏会

キッズ・わくわく
キッズ・わくわく 活動記録
活動記録
１０月
２８日 ふれあい広場 ステージ参加
１１月
2３日 芋掘り・・・・土屋ライス
１２月
５日～１3日 ふれあい作品展 出品
１６日 ぬくまるマーケット ステージ参加
２１日 合同クリスマス会
２６日 冬の遠足「舘山寺オルゴールミュージアム」
「浜松フラワーパーク」(園内食事)
２７日 バイキング昼食
２８日 大掃除
１月
４日 初詣「見付天神」
７日 初詣「見付天神」
２月
１日 豆まき
１１日 仲恵会歌謡祭参加
１４日 高校生バイキング昼食体験
(プレ葉ウォーク 四川飯店)
３月
１４日 高校３年生合同卒業遠足「竹島水族館」
１８日 卒業遠足「のんほいパーク」
１９日 お楽しみ昼食「すたみな太郎」
２８日 春の遠足「掛川花鳥園」・昼食「サガミ」
卒業生お別れ会
＊毎月

高等部３年生卒業遠足

掛川花鳥園

誕生会、避難訓練
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くすの木の新しい仕事を紹介します

くすの木では昨年、磐田市から優先調達推進法に基づき、利用者が作業を行える、ギョウザの店頭販
売に付ける唐辛子の袋詰め作業の発注があり、受注しました。作業の内容は唐辛子をスプーンですくい、
袋に入れ3ｇ計量して袋を閉じます。唐辛子が静電気で袋の底から上にこないよう注意して毎日1,500
個袋詰めしています。

利用者さんの声

唐辛子は刺激臭があって大変と思われますが、胡麻油が混ぜてあるので
刺激臭はなく、胡麻油の香りがする中で作業をしています。
毎日1,500個袋詰めするのは大変ですが、頑張っています。

仲間が地域の企業で頑張って
仲間が地域の企業で頑張ってま
が地域の企業で頑張ってま～す
平成30年度は２名が一般就労し、
一般就労された方の紹介
一般就労された方の紹介
地域の企業で頑張っています。二
人とも作業所では日々就労に向け
頑張っていた姿が思い出されます。
ご本人の努力は基より、関係機関
の皆様や企業の皆様のお力添えが
あっての事だと思います。サンサ
ンいわたでは、一般就労を目指し
ている方には、関係機関と協力し
佐藤瑞記さん
ながら、企業開拓や就労に向けた
採 用 日：平成30年8月16日
各種支援を提供しています。
就 職 先：日邦メカトロニクス株式会社

一般就労までの流れ
一般就労までの流れ

サンサンいわたでの就労支援内容

☆佐藤瑞記さん
・スケジュール
2月26日 ハローワーク磐田 就職面接会参加
↓
3月 7日 日邦メカトロニクス㈱会社訪問
↓
3月20日 日邦メカトロニクス㈱2次面接
↓
5月15日～8月15日 トライアル雇用
しずおか障害者就労支援ネットワークの
ジョブコーチ支援を活用
↓
8月16日 パートタイマ—社員として正式採用

・履歴書の書き方、面接についての支援
・合同面接会や企業の面接に同行
・ジョブコーチとの連絡調整
・企業への定期的な訪問と連絡調整
・各種関係機関との連絡調整
（障害者就業・生活支援センターラック、
しずおか障害者就労支援ネットワーク、
磐田市障害者相談支援センター、
磐田市就労準備センター、
ハローワーク 等）

サンサンいわたでは、
サンサンいわたでは、 10年の間に
10年の間に
10名の仲間が就職され
名の仲間が就職され、
10
名の仲間が就職され、現在も地元
の企業で頑張っています。
の企業で頑張っています 。 今後も、
今後も 、
一般就労を希望されている方には、
一般就労を希望されている方には 、
作業所での作業や施設外就労の作業
を通して、
を通して 、 就労の基礎を身に着けて
頂き、
頂き 、 企業実習やトライアル雇用に
結びつけ、
結びつけ 、 将来的には一般就労でき
る様支援して参ります。

☆Ｈさん
・スケジュール
1月23日 テクノカレッジの制度による事業主
委託訓練にて、某企業にて実習開始
↓
3月18日 委託訓練先の企業に正式採用

6

各施設近況報告
★サンサンいわた東原★

屋上に設置の太陽光パネル

昨年末には新作業棟が完成し、本棟にはパーテーションの作業ス
ペースも確保できました。数多くの作業や利用者さんの体調の変化
にも対応できるよう環境が整ってきた中、今年度は新たに1名の利
用者さんを迎え、４１名でスタートしました。施設内での様々な作
業に加え、2ヶ所の施設外作業、そしてiプラザの喫茶があり、各々
が働く力の向上を目指し作業に取り組んでいます。毎日、とても賑
やかな東原です。
また、昨年の台風24号では、磐田市全域に渡り大規模な停電が
発生しました。東原の建物の屋上には、建設当初から太陽光発電用
の台座が設置されていました。今回、平常時の施設内の電源供給用
と、停電時（晴天時のみ）の電源供給用に太陽光パネルを設置しま
した。停電時等の非常時で、太陽光発電が可能な時に非常用電源と
して活用ができます。大容量ではありませんが、スマホ等の充電
用として、近隣の方々が来所頂いた際は提供可能となっています。

★サンサンいわた（あゆみ）★
サンサンいわた（あゆみ）★
１１月より新たな内職作業として、メッキ部品のピン・バネ・
プレートをセットし、トレーに並べる作業に取り組んでいます。こ
の作業は多くの利用者さんが携われる作業である事から、大変助
かっています。自主製品では、磐田市イメージキャラクター「しっ
ぺい」の缶バッジと定規の新デザインが、磐田市より許諾されまし
た。今回の缶バッジは既存のサイズよりも一回り小さなサイズです。
新デザインの缶バッジ、定規共に6月から販売できる様準備を進め
ています。
平成30年度後半は、利用者さんがご病気で亡くなられるという
辛いこともありました。ご冥福をお祈りすると共に、今後も、現在
通所されている利用者さん及び職員が協力し、日々の活動に精一杯
取り組んでいきたいと思います。
6月から発売の缶バッジ・定規

★サンサンいわた（くすの木）★
１１月より新たに持ち帰り餃子に付ける唐辛子の袋詰めをする仕事をはじめました。金属類の分別作業・テー
ピングの袋詰め・シール貼り等、毎日、日々の作業に追われていますが、初詣、社会見学などでリフレッシュし
ながら、利用者・職員一丸となって頑張っています。おかげさまで去年４月より、工賃アップすることができま
した。

★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。主に季節を感じる遊びを中心に活動しています。
昨年度から年２回地域の人たちに「サンサン・キッズ」を知ってもらおうと豊田支所に子供たちの活動している
写真や制作した作品を展示してもらっています。これからも子供たちが安心して、笑顔ですごせるよう心がけてい
きたいと思います。

★キッズ・わくわく★
平成29年の４月に開所し、３年目に入りました。
春休みには、遠足、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、３月には、「わくわく」にとって初めての卒業生をみんなで送り出すこともできました。
これからも、子ども達の成長を日々感じながら、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」「こども未来課」「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。新年度を迎えて、今まで以上に仕事に意欲を燃やして努力してまいります。なんでもご相談くだ
さい。
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明治ホールディングス株式会社様からはお菓子を、株式会社東海ケミカル様からは図書カードをいただ
き、絵本を購入させていただきました。コストコ様からは、文房具やお菓子をいただきました。
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・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・萩田俊子・㈱真工務店・
HondaCars磐 田南・ ㈲東和ヘルメ ス・山下 六機・鈴木徹 ・シニア クラブ磐田市・ 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・小森里子・豊
穫豊園 河合豊・生命保険協会静岡県協会浜松地区・まるかわ食品㈱・㈱昭和鍍金工業・あさひな㈱

＜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
神井孝子・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・松本美千代

「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
みなさまからご協力をいただき、第
18号広報誌を無事に発行することがで
きました。ご協力・ご支援をいただい
たみなさまに紙面をお借りして心より
お礼申し上げます。ありがとうござい
ました。
月日は早いものでもう衣替えの季節
となり、年号は「令和」とかわりまし
た。装いも、そして気持ちも新たに励
んでまいりたいと思いますのでよろし
くお願い致します。
第１８号 広報委員：勝田・萩田・長瀬

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
●サンサンいわた東原
磐田市東原639番地4
☏ 0538-34-8120
●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
●サンサンいわた（あゆみ）
磐田市川袋700番地2
☏ 0538-66-6354
●サンサンいわた（くすの木）
磐田市上本郷1009番地1
☏ 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
●放課後等ディサービス サンサン・キッズ
磐田市森岡202番地1
☏ 0538-30-7533
●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
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Fax 0538-34-8122
Fax 0538-34-8122
Fax 0538-37-8866
Fax 0538-66-6733
Fax 0538-33-5130
Fax 0538-34-8122
Fax 0538-30-7292
Fax 0538-86-5155

