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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’
≫

サンサンいわたも10年経過すればいろいろな問題があります。あって当然です。なか
でも裁判所で私自身原告の席に座るという貴重な経験をさせて頂きました。ありがとうご
ざいます。私も70年以上人間をしていますが新しい世界を視ることができました。この
ように年齢を重ねるとたくさんの経験をします。人が生まれたり、死んだり、高速道路を
走ったり、飛行機の上から地図と同じような風景をみたり、珍しい料理を食べたり、恐ろ
しい思いをしたり、そうですよね。本当に数多くの経験をします。この経験こそがその人
の知識となり、判断の材料となるわけです。その人の大きさが出てきます。醸し出す雰囲
気（良くオーラといいますね）が自然と備わってくるわけです。サンサンいわたという法
人もたくさんの事例を重ねることにより次に進む判断材料が備えられるのです。私たちの
法人、土地は支度してあります。お金を借金するだけの信用は得てきました。体制も整っ
てきています。人材も入れ替わりはありますが育ってきています。あとは皆が前へ向かっ
て進もう・やろうという気負い・行動力・実行力です。みんなの意見を取り入れ、前に進
みましょう。きっと素晴らしいサンサンいわたとなることでしょう。
理事長

青島伊弉美

社会見学で「盲
導犬の里 富士
ハーネス」に行
きました！
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【写真説明】①理事長のあいさつ 。②③④⑤30年表彰、20年表彰、10年表彰、職員、計18人の方が表
彰されました。⑥「演劇集団es」による朗読劇。⑦磐田吹奏楽団の演奏 ⑧吹奏楽団の演奏をバックにサン
サン・キッズ、キッズ・わくわくダンス披露

やさしく ささえあう 明るい みんなの‘ わ ’

サンサンいわた

１０周年記念式典

令和元年9月28日、サンサンいわた10周年記念式典が多くの皆様方のご協力により盛
大にそして無事に終了しました。厚くお礼を申し上げます。子供たちが生バンドをバック
に檀上や会場でしっぺいダンスを楽しく踊っている姿を見て、みんなの気持ちがひとつに
なる様子に感動しました。これから10年、２０年先も、利用者さん・保護者の方々・職
員と全員が心を一致団結させて、前をむいていきたいと思います。

来場者の声
・表彰もスムーズに行えていてよかったと思う
・キッズさんのしっぺいダンスがとてもよかった
・１０年の流れが思い出され、懐かしかった
・NPO法人サンサンいわたは、まだ１０年なんだね
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サンサンいわた （あゆみ・くすの木） 活動記録
サンサンいわた 東原
４月

１日
１３日
１９日

入所式
保護者草刈り（東原）
社会見学

５月

１０日
１１日
２４日

保護者会総会
保護者会草取り（東原）
サンサン・いわた総会

６月

８日
１２日
１３日
２６日

保護者草刈り（東原）
袋井特別支援学校高等部 ３年生２名 実習（東原）
袋井特別支援学校高等部 ３年生１名 実習（くすの木）
袋井特別支援学校高等部 ２年生１名 実習（東原）
磐田市内作業所交流ボウリング大会

７月

５日
８日

健康診断
袋井特別支援学校中学部 ３年生９名
先生４名 職場見学（東原）
保護者会草刈り（東原）
２４時間テレビ募金（あゆみ・くすの木）
花咲之庄（～８月１９日） 参加

１２日
１９日
２４日

８月

１０日
１２日
２０日

9月

１日
１４日
２８日

豊田ハッピーフェスタ 参加
地域交流会（あゆみ）
保護者草刈り（東原）
ボランティアによるかき氷（東原）
東原東自主防災訓練 参加
保護者草刈り（東原）
法人創立10周年記念式典
※毎月体重測定（東原、あゆみ）
※毎月防災訓練（地震、火災）

入所式

豊田ハッピ－フェスタ

３

たまねぎの収穫

サンサン・キッズ

キッズ・わくわく

キッズ・わくわく
４月 １日
２日
３日
４日

バイキング
卒業遠足（のんほいパーク）
外食体験（喫茶ペンギン）
アコーディオン演奏会

５月 ２日
１３日

外食体験（天竜そば）
外食体験（ららぽーと）

７月２３日
２６日
２９日

外食体験（喫茶ペンギン）
ＢＢＱパーティー
おやつ作り（チーズケーキ）
プール（トビオ）
掛川花鳥園

３０日
８月 １日
５日
７日
８日
９日
２０日
２１日
２２日
２３日
２６日

活動記録

サンサン・キッズ

うぉっと
外食体験（ららぽーと）
ボウリング大会
ぎょぎょランド
外食体験（和食さと）
おやつ作り
（カルピスシャーベット）
うなぎパイファクトリー
外食体験（ペンギン）
外食体験（天竜そば）
おやつ作り（お好み焼き）
メダカすくい
クッキング（カレー）
アコーディオン演奏会
バイキング

４月 １日
２日
３日
４日
１０日
２２日

うなぎパイファクトリー
焼きそばバイキング
外食体験（ココス・喫茶ペンギン）
アコーディオン演奏会
おやつ作り（ピザトースト）
クッキング（カレー）

５月１３日
２６日

外食体験（ららぽーと）
焼きそばバイキング

6月

おやつ作り（ピザトースト）

8日

７月２９日
１０日

外食体験（ココス・喫茶ペンギン）
おやつ作り（フルーチェ）

８月 １日

うぉっと
外食体験（喫茶ペンギン）
ボウリング大会
うなぎパイ工場ファクトリー
パンを買いに行こう！（シュシュ）
かき氷パーティー
アクトタワーへ登ろう！
アコーディオン演奏会
クッキング（カレー）

５日
７日
１９日
２０日
２２日
２３日
２６日

※毎月防災訓練（地震、火災）

BBQパーティー

うぉっと
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アクトタワーへ登ろう

サンサンいわた 合同行事
社会見学（4月19日）
社会見学
「盲導犬の里 富士ハーネス」の見学に行って
きました。常時見学ができる日本で唯一の盲導犬
訓練施設で実際に盲導犬の仕事や役割、訓練を行
う様子をみんなで見学し、盲導犬の歴史や視覚障
害についても理解を深め、最後は盲導犬のＰＲ犬
と触れ合ったりと、犬好きの利用者さん達は大喜
びでした。
帰りは新東名のＮＥＯＰＡＳＡ清水でショッピ
ング、皆さんお土産選びに迷っていました。

利用者さんの声
・家の犬より大人しかった
・犬がかわいかったし、頭がいいと思った
・犬が怖くなくなった

ボウリング大会（６月２６日）
ボウリング大会
今年も袋井グランドボウルで各施設の仲間た
ちと交流を深めるため、ボウリングを楽しみまし
た。一球ごとに歓声が上がり、ガーターやストラ
イクに一喜一憂する利用者さんの姿が見られまし
た。
久しぶりに会う仲間とあいさつをしたり、お
しゃべりをしたりして、短い時間ではありました
が、笑顔あふれる楽しい合同ボウリング大会にな
りました。

利用者さんの声
・楽しかった
・ストレスが発散できた
・久しぶりに他の施設の人とふれあえて楽しかった
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各施設近況報告
サンサンいわた（東原）
東原では、昨年ご好評を頂いた、「しっぺいトイレットペーパー」の販売を、
今年も始めました。かわいい「しっぺい」の絵がプリントしてあるトイレットペー
パーを一つずつ包装しています。また、一名の利用者さんが、一般就労をしました。
一人ひとりが、自分の力を発揮できる所で働いています。

サンサンいわた（あゆみ）
あゆみでは縫製作業、車の部品組み立て、ぼかし、トレイ、にくきゅうたわし、
缶バッジ、定規に加え、新しくメッキ部品にバネの入ったピンを穴にセットし、プ
レートに並べるお仕事をいただきました。利用者さんが休んでいる事もあり、人数
が少ない日もあります。でも皆さん日々の仕事を頑張ってくれています。今年はあ
ゆみガーデンで玉ねぎやさつまいもの収穫をし作業とは違った体験をしました。

サンサンいわた（くすの木）
5月より新任職員が加わり、食品・金属関係等の下請け作業を中心に行っていま
す。自主製品の飾りマグネットは利用者さんからの提案で花言葉を添えました。8
月に初めてあゆみの地域交流会バーベキュー大会に参加。大満足でよかったです。

サンサン・キッズ
母の日カード、七夕飾り、ひまわり、風鈴づくり等々、季節感を大事にした遊び
を中心に活動しています。１０月はハロウィンのキャンディボックスを作りました。
今、指導訓練室壁面は、きのこや紅葉した葉っぱ、手作り感たっぷりの秋色になっ
ています。子供たちが毎日少しずつ無理をせずにできる範囲で色塗りや糊付けをし
た作品です。これからも子供たちの「楽しかった～！」「また、やりたい！」の気
持ちを大切にし、やっていきたいと思います。

キッズ・わくわく
先日行われたサンサンいわた１０周年の記念イベントでは、日頃から楽しんでい
るダンスを元気いっぱいに踊ることができました。今年はふれあい広場や、ぬくま
るマーケットにも参加する予定です。どちらも元気いっぱいに踊りたいと思います
ので、お近くにお寄りの際には、是非応援をお願いします。
『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。７月から新たに一人の職員を迎えま
した。これからも多方面から皆様のお役に立てればと思っております。
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サンサン・キッズⅡ
サンサン・キッズⅡ開所

中部小分教室にあった「サンサン・キッズ 従たる事業所」は３月で
終了し、新たに出張所として、６月に富丘に開所しました。
子供たちは、新しい環境にもすぐに慣れ、今までどおり、それぞれ好き
なことをして遊んでいます。この夏は駐車場でプール遊びもできました。

新任職員紹介
岡村 美津子（おかむら みつこ）
令和元年５月に入社しました。くすの木で利用者さんとの会話を大切に
し、作業に取り組みたいと思います。

渡辺 利光（わたなべ としみつ）
キッズ・わくわくに運転手として入り、早いもので８か月がたちました。
まだ色々分からないことが多く、職員の方に聞きながら日々楽しく過ごさ
せてもらっています。これからも頑張りたいと思います。

山村 迅（やまむら じん）
７月から新しくほほえみに入りました山村迅と申します。周りの方々に支
えられながら、毎日充実した日々を過ごしています。慣れないことも多く、
ご迷惑を掛けることもあるかと思いますが、一生懸命頑張って参りますので
よろしくお願い致します。

木野 友里江（きの ゆりえ）
６月に入社し、キッズ・わくわくでお世話になっています。子供たちか
らいつも元気いっぱいのパワーをもらいながら日々、楽しく過ごさせても
らっています。一所懸命頑張りますのでよろしくお願い致します。
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＜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・
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・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・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・磐田市東地区民生委員・太陽の家・㈱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・豊田商工会議所・しおさい竜洋・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 ・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・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・㈱昭和鍍金工業・まるかわ食品㈱・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
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
朝晩の冷え込みに秋の深まりを感じる
今日この頃です。サンサンいわたの10
周年記念式典も滞りなく終わり、多く
の方々に祝福をして頂き、お礼を申し
上げます。また今号の発行にあたりご
協力いただいた皆様方ありがとうござ
いました。
第19号広報委員 齋藤、長瀬、田黒

サンサンいわた事業所
●サンサンいわた東原（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（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 サンサン・キッズⅡ
磐田市富丘180番地1
☏ 0538-37-7290
●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 0538-37-8866
Fax 0538-66-6733
Fax 0538-33-5130
Fax 0538-34-8122
Fax 0538-30-7292

Fax 0538-86-5155

