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 来る９月５日（土）に２回目となる「すてっぷ交流会」を開催します。 

 社会福祉法人すてっぷでは、３ヶ所の日中活動事業と２ヶ所の共同生活支援事業（ケア

ホーム、福祉ホーム）、就業と生活それぞれの支援センター事業、さらに居宅介護事業（ヘ

ルパー）や地域生活支援事業（生活サポート・放課後支援）等、多岐に及ぶ障害福祉サー

ビスを展開しています。 

 後援会に入っていてもすてっぷの事業で知らないサービスもあると思います。 

「まだ使ったことないけど、ヘルパーステーションってどうやって利用したらいいの？」 

「ケアホームを利用している方の家族から話しを聞いてみたいな」等々の疑問を「情報交

換会」で解消しましょう。 

 また、今年はスペシャルゲストとして、愛知淑徳大学教授で自立

生活研究所所長の谷口明広氏を講師に迎えて講演会も企画しまし

た。谷口氏は、すてっぷが法人化する以前から障害福祉の在り方や

ノーマライゼィションの理念の実行についてご指導、ご助言をい

ただいており、現在は法人の理事でもあります。全国を飛び回る程

忙しい谷口氏が今回は特に障害をもつ方のご家族に向けてお話し

てくださいます。どうぞ奮ってご参加ください。 

９月５日（土） 

ご参加ください
！ 

情報交換会＋谷口明広氏講演会 

ー谷口明広氏プロフィールー 

1956年、京都市生まれ。 

生後間もなく重症黄疸のために脳性マヒとなり、 

四肢および体幹機能障害で車いすを使用してい

る。 

同志社大学大学院社会福祉学専攻2年次に障害者 

米国留学研修制度に合格、米国カリフォルニア州 

バークレー市にある ＣＩＬ（Center for Indepen 

dent Living）で自立生活概念やアテンダント制度 

を学ぶ。1984年4月に修士課程を修了したと同時 

に地域での自立生活を実践し、自立生活問題研究

所を設立する。現在、愛知淑徳大学教授。   

著作は、『自立生活は 楽しく 具体的に』かもがわ 

出版、『社会福祉実践の思想』（「自立の思想」）

ミネルヴァ書房、その他多数。 

 

 日時 ９月５日（土）10:00～15:00 

会場 わーくはうす・すてっぷ 

内容 10:00～ 各事業の紹介 

   11:00～ 情報交換 

      ※分科会に分かれます 

   13:30～15:00 

       谷口氏講演会 

        「家族が支える自立生活」 

申込み FAXまたは直接申込書を提出 

問合せ 027-290-6161 

※わーくはうすすてっぷパン工房営業します。 

 ご利用ください。 
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ご協力ありがとうございました！ 

すてっぷバザーでは、多大なるご協力をいただき、ありがとうございました。おかげさまで無事

バザーを開催することができました。 
当日は、早朝の雨天にもかかわらず開始時間前に１０名以上の方々が並んぶ盛況ぶりでした。 
皆様にご協力頂きました品物は１，４００点を超え、３０３，１４６円の売上げがありました。 
このお金は、施設旅行の介助者費用にあてさせていただきます。 

                      （バザー担当：清宮） 

外では流しそうめんやかき氷、

ジュース、陶器、アート作品の販

売を行いました。 

さるきクリニック、トヨタ、赤城養護学校・NTT・プラネット・ヤクルト・三菱自動車・シバインシュランス・

戸丸建築デザイン・都丸商店・スギウラ・内藤友造商店・田中監事・奥澤評議員・女屋評議員・女屋せ

つこ・利用者ご家族・各部署スタッフ一同  （紙面の都合上、敬称を略させていただきます） 

７／５ 

物品寄付ありがとうございました 

エイブルアートカンパニー 

  アーティスト 黒澤明さん 

日梅学園大学製作「アートでつくる障害理解社会の創成」 

『本当にあった話だよ』の挿絵として黒澤明さんの書 

「泣こう」が採用されました。 

このあたたかい本は障がいのある人の本当にあった話をもとに作られた絵本です。 

ぜひ読んでみてください。わーくはうすすてっぷ喫茶の本棚にあります。 

                           わーくはうすすてっぷ 施設長 鈴木 

黒澤さんは、アート書を始めた頃、 

「みんなに自分の気持ちを伝えたい！」と話してくれました。 

『泣こう』はそんな気持ちのひとつ。けれどもそれには続きがあり

ました。 

『泣こう』『笑おう』『元気になろう』 

この３つでひとつのメッセージでした。 

みんなにエールを送りたい、黒澤さんのそんな思いは 

アート書を通して初めて知りました。  

          アート担当：根岸（現とらっぱ施設長） 
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わーくはうすすてっぷ暑気払い ８月１日 

             In ホテルサンダーソン 

毎日パン配達・販売のため一緒に昼食を

食べる機会が少ないパン・喫茶班ですが、

久しぶりに全員でテーブルを囲み食事を

しました。料理を味わいながら食べる人、

次は何が出てくるのか待ちわびる人、隣

の人と会話を弾ませる人と、ゆっくりとし

た時間の中で様々な表情が見られた暑気

払いとなりました。 

皆さん思い思いの 

お洒落を楽しみました 

今年のすずの音会（利用者会）暑気払いは去年に引き続き、ホテルサンダーソンで行いました。参加者は利用

者３９名、スタッフ２２名の合計６１名の参加でした。 

各作業班のリーダー、サブリーダーが役員となり、すずの音会は運営されています。 

月会費３００円の積立金９００円と今回特別支出９００円を合わせてイタリアンのハーフコースを楽しみました 

～メニュー～ 

オードブル 

ヴィシソワーズ 

パスタ 

鱈のポワレor鶏肉のヴァプール 

パン 

マンゴープリン 

料理をおいしく頂きました！ 

今年は準備を始めるのが

遅くなってしまいましたが、

すずの音役員もがんばりま

した。 
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・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      〒371-0017 前橋市日吉町2－17－10 

・ワークセンターまえばし         〒371-0017 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 027-321-7345 

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 
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Ｈ２１年度後援会年会費の納入をお願いします! 
   個人   ２,０００円～           法人   １０,０００円～  
       (１口 １,０００円、２口以上)       (１口１０,０００円、１口以上) 

新井正美、糸井徹、遅塚昭彦、小澤恵子、斉藤直子、桜井

俊満、田子謙二、平井恵治、平岩康子、藤井節男、(有)丸

又、本山真吾、山本朱実、横堀好南  
       （紙面の都合上、敬称を略させていただきます） 

後援会費納入ありがとうございます   

ーすてっぷからのお知らせー 

昨年のお歳暮ギフトに引き続き、日本ハムのお中元ギフトを販売しました。皆さ

んのご協力によりお歳暮ギフトを上回る６０個の注文がありました。売上の一

部が施設に還元され、利用者の工賃アップにつながりました。１１月にはお歳暮

ギフトの販売を行いますので、ご協力お願いします。 

「第５回ぐんま SELP SHOP in けやきウォーク」開催します！ 

今年は１０月１０日（土）～１１日（日）けやきウォーク前橋１階けやきコート
で行います。焼きたてパンやアート作品が並びます。皆さん是非お越し下

さい。 

９月２４日（木）２５日（金）は 
施設旅行のため、お店を 

お休みさせて頂きます。 

ご迷惑をおかけしますが、 

よろしくお願いします。 

日本ハム 

お中元ギフト 

SELP  SHOP 

休業の 

お 知 ら せ 
大澤拓郎様、坂柳百合子様 

ご寄付ありがとうございます   

ご協力 

ありがとうござ
いました 

お出かけくださ
い！ 

わーくはうすすてっぷ 
就労継続B型  ２５名（現２５名） 

生活介護事業 ２５名（現２４名） 

ぴいす 
就労継続B型  ２５名（現２１名） 

とらっぱ 
就労移行事業 １７名（現１５名） 

就労継続B型  １１名（現１０名） 

定 員 


