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編集  社会福祉法人すてっぷ すてっぷ後援会 

〒379－2164群馬県前橋市東上野町136番地1 

TEL 027-290-6161   FAX 027-290-6162 http://www.s-step.com    w-step@s-step.com 

№３１ 

すてっぷすてっぷ   だよだよりり SSKW 

10時～17時  

※最終日は15時まで 

１２月１日(土)～３
日(月) 

いよいよチャリティーアート展が近づいてまいりました。 

実行委員会による準備も最終段階を迎え、昨年の反省を踏ま

えて、より良い運営ができるように会議を重ねております。 

アート班 

頑張っています！ 

皆さまのご来場をお待ちしておりま～す。 

パン、喫茶店も営業 
アート鑑賞の合間においしい 

コーヒーをどうぞ。 

お待ちしてます！！ 

新商品も出ます！お楽しみに！！ 

 
ありがとうございました 

   －共同募金配分事業－ 

 ケアホームＲＵＮ 生活用具の購入 

県民の皆さんから寄せられる「赤い羽根募金」を

財源とした共同募金配分金（１９９,５００円）をいた
だきました。オイルヒーター４台と圧力鍋、デジ

タルカメラ一式を購入しました。オイルヒーター

購入し、今年は冬が来るのが待ちどおしいです。
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「ぴいす・とらっぱ」は９月２５日～２８日、「わーく」は１０月２２

日（成田前泊）～２６日にそれぞれの期待と不安を胸に、グ

アム旅行に行ってきました。 

やりたいこと、行きたいところが盛りだくさんで、「もう

ちょっとゆっくりしたかったな～」という声も聞かれました。

やっぱり南の島には人をのんびりさせる魅力がありますね。 

最終日は、後ろ髪をひかれつつも、買い残したおみやげを

空港で買い、ちょっぴり慣れた飛行機に乗って、帰国の途に

つきました。 

 
わーくはうす・すてっぷ／とらっぱ・ぴいす 

３泊４日旅行 行って
きました

！ 

  
グアム

っ！ 

  

  

出発前、海外旅行が初めてで不安だらけと言っていた利用

者さんも帰国後、「また海外旅行に行きたい」という感想に

変わってきたとても楽しい、充実した旅行でした。 

コンチネンタルミクロネシア航空・R&Cツアーズ・東武成田ホリ

ディイン様には、とてもお世話になりました。 

ありがとうございました。 

 

 ぴいす・とらっぱ利用者さんの声 
平井 
グアムの海で泳げた事と、カヌーに

乗りながら海中を見たら魚がたくさ

ん泳いでいたことが楽しかった。 

他の施設の仲間と３泊４日一緒に過

ごし、お話が出来た事が一番の思い

出です。 

川上 
イルカが見れた事・魚が見れた

事、海がきれいだった事が良かっ

たです。 

関口 
海が綺麗だった。プールがいっぱいあって楽

しかった。海・プール・屋台村・イルカツアーが

一番の思い出です。 

狩野 
イルカウォッチングでクルーザーに乗って

イルカが見えた事が良かった。 

海・プールに入れた事が１番の思い出です。 

 

佐藤 
いっぱいお土産が買えて良かった。 

次はアメリカに行ってみたいです。 



 

2002年4月23日 第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行）   ＳＳＫＷ 増刊通巻第１１５１号 200７年11月３０日発行 

齋藤美絵 
綺麗な海が良かった。ホテルのディナーショウ

で踊った事が、今回の旅行の一番の思い出で

す。次はニューヨーク 

に行ってみたいです。 

宮内さなえ 
ホテルがとても綺麗で良かっ

た。海にも入れてとても気持ち

良かった。飛行機に乗れて楽し

かった。 

平岩祐一 
心配はしていたが親と離れてひとりで

行ってこられた事がとても良かった。ス

タッフのお陰で無事に行ってこれた事

に感謝しています。 

①食事がおいしかった。 

②海が綺麗だった。 

次はアメリカ・イギリス・アフリカ等にも

行ってみたいです。 

黒澤明 
ポリネシアンディナーショウが良かった。アンダーウォーター

ワールドで魚が見れて良かった。グローブ（ディスコ）で踊れて

良かった、楽しかった。 

わーく利用者さんの声 

田中孝志 
海に入れて良かった。楽しかった。グローブ（ディスコ）に行

けてうれしかった。外人さんと一緒に踊れて楽しかった。 

持ってきたおこずかいが足りず、欲しいものが買えなかっ

た・・・残念。 

茂木由香里 
パンがとてもおいしかった。海で泳げて楽しかっ

た。スコールで移動が大変だった。 

今度はオーストラリアに行ってみたいです。 

中島明洋 
参加を決めてからず～っと「不安と恐怖」しか無

かったが、実際に行ってみたら思いのほか不安や

恐怖は消え、たっぷりと楽しめてよかったです。 

次は「サイパン」か～っ（^^）。 

中村周平 
ハマモトフルーツ

ワールド、おいしかっ

た。 

飯島駿介 
グアム一周の旅が良かった。一番の

思い出は綺麗な海です。 

山田亜由美 
海が綺麗で良かった。スパで

エステをしてもらった事が一

番の思い出です。次はオースト

ラリアに行ってみたいです。 
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５／１２  群馬県社会就労センター協議会（ＳＥＬＰ協）職員研修 

      群馬県社会就労センター協議会 

       平成１９・２０年度役員改選 

 

○会長       鈴木 隆子（わーくはうすすてっぷ） 

○副会長      中塚 美子（くわのみ） 

（会計担当） 

○副会長      石川 益雄（身体障害者リハセンター） 
（事務局担当） 

○広報・研修委員長  澁谷 登美男（さわら荘） 

○広報・研修副委員長 武田 英（新里福祉作業所） 

○事業振興委員長  早川 衛（陽光園） 

○事業振興副委員長 五十嵐 覚（ワークショップくんえい） 

○監事       矢本 滋子（エルピスあけぼの） 

○監事       藤澤 敏孝（工房ふじ） 

「工賃倍増計画支援事業」について 

群馬県ＳＥＬＰ協総会 開催 

＜会費変更＞ 

 入会しやすいように全国ＳＥＬＰ協にならって 

 利用定員によって決められた会費を大幅に減額 

 しました。 

   年会費 通所施設  ５,０００円 
       入所施設   １０,０００円 

「 エル ド ラー ド 」 エレーン施設長講演会開催 

５／３１ スウェーデンヨーテボリ市  

７／７ すてっぷ丘の上コンサート 

「犯罪被害から自分を守ろう」 

 ひまわり楽団の楽しい演奏の合間に前橋東警察の担当課の皆様よりお話を伺いま

した。 

  

                    （平成１９年７月２１日 上毛新聞より） 

７／２１～２７  ぐんまＳＥＬＰ ＳＨＯＰ in けやきウォーク 

わーく売上げ ３１万円 

パッケージ、ディスプレイ 

 

 まだまだ改善が必要 

 

講師 全国ＳＥＬＰ協 鈴木清覚副会長 

☆県内の施設のみなさん 

利用者さんの自立のため

に、力を合わせましょう！！ 

   （わーく・ぴいす・とらっぱ自立講座） 
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楽しいイベント・自立講座もいっぱいでした 

地域の方々をお招きしての恒例行事。 

今年はわーく・ぴいす総勢５０名の利用

者で鍋対決に腕を振るいました。 

優勝はわーくはうす すてっぷパソコン

班の「いも煮」でした。 

東上野自治会の皆様、お世話になりまし

た。 

芋煮会（わーく・ぴいす） ９／２２ 

つり大会（わーく・ぴいす） 

８／２５ 

８月最後の土曜日の自立講座では社会体験として釣りを楽し

みました。 

初めての方も大漁？な楽しい時間を過ごしました。 

  

草津旅行（わーく） 

 

１０／５～６ 
わーくのグアム旅行では無く国

内旅行を選ばれた利用者さん

が、１泊２日で草津温泉へ旅行

に行ってきました。 

夜はカラオケ大会で盛り上がり

ました。 

マナー研修（わーく自立講座） １１／３ 

昨年に引き続き、（有）イマー

ジュ久保田の久保田佳子さんを講

師に「ＴＰＯにあわせた身だしな

み」について研修しました。 

１０／１３ 前橋祭りだんべえ躍り参加 

揃いのはっぴで、わーく・ぴい

す、とらっぱの利用者とスタッ

フで楽しくだんべえ躍りを躍り

ました。 
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さるきクリニック、安里元子、阿部郁代、天田章、新井豊子、新井博一、新井正美、飯

島隆光、飯塚好光、石倉利治、石田嘉子、井田保男、一倉憲一、糸井徹、伊藤さや

か、稲村寿一、稲森保弘、猪熊一之、入間川典子、浦野成章、追川裕次、大崎健樹、

大沢拓郎、大沢博雄、大谷律子、大畠良美、奥泉雅夫、奥泉浩子、遅塚昭彦、小澤恵

子、女屋和成、女屋勝枝、女屋午治、女屋やよい、女屋常治、女屋三重子、小野木敏

晴、片平勉、片平小夜子、加藤さゆり、金井克之、金子登、鈴木計太郎、鈴木良昭、須

藤登喜雄、須藤友喜、関孝之、関文江、関健鑑、関口重美、善方明子、高木伸之、高

野知久、高橋寿夫、高橋秀夫、宝田良夫、滝澤久仁子、竹内淳一、田島啓史、立石幸

男、田中克己税理士事務所、田中久子、塚越久雄、土屋博正、戸丸史郎、登丸泰秀、

登丸清子、遁所将佳、中川静子、中川葉子、中澤梢、中島京子、中島照雄、中津山達

也、中野恵子、中村紀雄、長谷川恒子、羽深敏人、春島伸一、平岩康子、廣瀬明美、

深井浩、金子由美、樺澤孝、上林久美子、亀井高志、唐澤隆人、狩野範子、川口明日

香、川面佳之、神田和久、北澤静乃、木村隆彦、木村光子、桐生瓦斯株式会社、窪田

孝雄、久保田照子、栗原良雄、黒澤巻雄、小板橋弥生、高坂真人、小寺玲子、（株）ｼ

ﾊﾞｲｼｭｱﾗﾝｽ小林正司、駒形臣子、小山陽二、斉藤直子、斉藤寛、坂柳健司、坂柳百合

子、佐藤かよ子、佐藤佐智子、猿木素子、品川弘江、島田良子、清水敏子、清水文

子、清水康史、白石春枝、白石洋一、城田幸子、城田直道、福島忠雄、福田則行、福

田朝子、福原悦郎、星野知之、細野幸恵、堀越久美子、町村幸夫、松下千恵子、松下

真理子、松房衣子、丸山良雄、三木袈裟八、峯岸千鶴子、宮内勝美、宮内けい子、宮

内みどり、村山健児、茂木昇、茂木幸子、茂木秀隆、本山朱美、森川陽一郎、森川澄

江、森田房江、山岸喜世子、山口隆志、山口美由起、山田文雄、山田裕、山野内陽

子、山本朱実、湯浅知子、湯浅久子、横倉満、横堀好南、吉田えみ子、吉田直人、米

澤侑里、綿貫由美子 

・わーくはうす すてっぷ          〒379-2164 前橋市東上野町136番地1 

・社会就労センターぴいす         〒371-0032 前橋市若宮町4-2-17 

・とらっぱ                〒371-0017 前橋市日吉町2－17－10 

・ヘルパーステーションすてっぷ      〒379-2164 前橋市東上野町136番地1 

・ケアホームＲＵＮ            〒371-0017 前橋市日吉町2ー29－4 

・ケアホームＲＵＮ（メゾンすてっぷ内）  〒371-0004 前橋市亀泉町3－83 

・メゾンすてっぷ             〒371-0004 前橋市亀泉町3－83 

・前橋市障害者生活支援センター      〒379-0017 前橋市日吉町2－17－10 

・サービスステーションすてっぷ      〒370-3523 高崎市福島町782－1 

TEL 027-290-6161 

TEL  027-236-0303 

TEL 027-219-2525 

TEL 027-290-2233 

TEL  027-234-3321 

TEL 027-269-7444 

TEL 027-269-7444 

TEL 027-236-0001 

TEL 027-372-3456 

発行人 特定非営利活動法人 障害者団体定期刊行物協会 〒157-0073 東京都世田谷区砧6-26-21 

編集人 社会福祉法人すてっぷ すてっぷ後援会     〒379-2164 群馬県前橋市東上野町136-1 

      Tel 027-290-6161 Fax 027-290-6162    www.s-step.com w-step@s-step.com   定価100円     

すてっぷ後援会の年会費をご入金頂きありがとうございました 

誌面を借りて御礼申し上げます。誌面の都合で敬称を略させていただくこと、順

不同であることをお許しください。 

  

編集後記 

前回のすてっぷだよりから早６ヶ月、６月にはお届けする予定でしたが、自立支援法下の事務処理対策やら事業対策

に追われ、気がつけばチャリティーアート展の季節となってしまいました。すてっぷはどうしているのかと会員の皆

様にはご心配をおかけしました。面目ないです。遅くなりましたが決算報告とこの間にあったたくさんの行事報告を

させていただきました。 

急に寒くなりました。皆様、風邪などひきませんように。アート展、お待ちしております。 

すてっぷだより発行担当 新井 


