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№４３ 

すてっぷすてっぷ   だよだよりり SSKW 

年賀状の代わりにすてっぷだよりを新年のあいさつとさせて頂いております。 

新年 あけまして  

新春のご挨拶を申し上げます。 

昨年は日本列島周辺でいくつか気になる事件が報道されました。「国」と

いう形での利害対立は難しい課題です。重要なことは、そこで暮らしている個々

人の生活で、そのための「国」でもありますが、対立的状況となると、本末転倒

の論理がむしろわかり易くなってしまいがちです。 

 私達の日常活動に関わる政策、介護保険や医療保険など、社会福祉

の制度や財源のあり方にとって今年は重要な一年になりそうです。関心を

持って声を出していきましょう。 

本年もよろしくお願いします。 

理事長 鈴木 基司 

おめでとうございます 

12月4・5日の『第10回チャリティーアート展inすてっぷ』はおかげさまで無事終了いたしまし

た。たくさんのご来場、ご協力を頂きありがとうございました。 

多くの皆さまのご理解とご協力のもと、2日間の総売り上げは116万円となりました。今年は10

回目を記念して「詩画作家・星野富弘さん」の作品を展示することができ、多くの方々に喜んで頂け

ました。お客様から「毎年チャリティーアート展を楽しみにしている、次回の開催も楽しみにしてい

る」と数多くのご意見を頂き、10年間続けてきて良かったと実感しております。この10年間、開催

に際しご協力頂いた皆さま、ありがとうございました。 

今年も皆様のご協力の下、更に喜んでいただける企画を準備していきたいと思います。 

 

                        すてっぷ後援会  会長 猿木素子  

 

＜星野富弘氏特別展示＞ 

 

来場者数：３０８名 

総売上げ 

 収入 売上寄付金      435,524円 

 支出 必要経費（印刷代等） 156,137円 

 

           利益         279,387円 

 第 10 回チャリティーアート展収支報告
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前橋市障害者生活支援センター 

             2010年には登録者が 

             900名に迫ろうとしてい 

             ます。その中には 

             「これまで相談できるとこ 

             ろを知らなかった」という 

             方もいました。 

今年は、相談先もなく困ってしまう方を少しでも減らせる 

よう、来談者一人ひとりにしっかりと向き合い、安心して 

相談ができるようにし、「支援ｾﾝﾀｰのことを知り合いに 

紹介したい」と言っていただけるよう一層の努力をして 

いきたいと思います。 

 ワークセンターにご登録 

いただいた方は300名を 

超え、ここ最近は精神障 

害者の方のご相談が増え 

ております。 

様々な障害特性に対応でき

るように各関係機関の方と

協力しながら企業の方とも連携を図り、1人でも多くの方

が就労に結びつき、働くことによって“幸せな生活”が送

れるようなお手伝いができるように頑張ります。 

ワークセンターまえばし 

 昨年は食器洗浄の 

仕事で2名、販売補助 

の仕事で1名の方が 

就職しました。 

今年も「仕事」に、 

「余暇」に、いろいろ 

挑戦し、利用者さんの 

自信につなげていき 

たいと思っています。 

とらっぱ 

カフェとらっぱは、12月にリニューアルをしました。わーくの 

パンを使ったスープランチ、土曜日限定ナンピザ（てりたまチキン）、 

だしにこだわったきのこ雑炊は人気です。ぜひご賞味下さい。 

今年の目標：県民マラソン4.2195キロ完走 

 

わーくはうすすてっぷ 

 

ぴいす 

現在、定員いっぱい25名の利用者さんが毎日元気に仕事をしてい

ます。出勤率は94%！（月によっては限りなく100%に近いことも） 

利用者さんがそれぞれの目標を達成できること、お客様に満足し

ていただけるサービスをすることを目指して、今年もみんなで力

を合わせようと思います！  

 
ケアホームRUN 

あけましておめでとうございます。 
新しい住居っていいものですね… 

寒くなってくるとしみじみと実感

がわいてきます。 
新しく３名のメンバーを迎え入れ、 

より一層パワフルなＲＵＮへと生ま

れ変わりました。今年はどんな楽しい毎日が待ってい

るのでしょうか。乞うご期待です。 
本年もよろしくお願いします。 

わーくはうすすてっぷ 

 

メゾンすてっぷ 
穏やかな日々が流れています。気が付くと、あっと

いう間に９年目を迎えようとしています。 
地域の一員としても定着しつつある中、今年も豊

かな生活が送れるよう全力でサポートしていきた

いと思っています。本年もよろしくお願いします。 

 
ヘルパーステーションすてっぷ 

ご利用者様それぞれが望まれていること、抱かれている夢、理想とする生

活像に一歩づつでも近づいて行かれることができますよう、居宅介護や

移動支援などを通じて、いつも側に寄り添い、いつも笑って、時には励まし、

今後もご支援させていただければと思います。スタッフ一同、より一層努力

して参ります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

あけましておめでとうございます。 

今年の４月でわーくはうすすてっぷは開所１２年目

を迎えます。利用者さんは生活介護２５名、就労継

続B型２５名、スタッフは常勤１４名、非常勤１０名合計

８９名の大所帯となりました。（また、５０名の利用者

さんのうちケアホーム利用９名、福祉ホーム利用１

名、４月開所予定の女性ホーム希望４名となって

います。） 

       一人一人が人生の主人公になれ 

       るよう普通に「暮らす」普通に「働 

       く」普通に「楽しむ」ことを笑顔で   

       支え続けていきたいと思います。 

       皆さん今年も応援よろしくお願い 

       します！！すてっぷのパンも引き 

       続きよろしくお願いします！！ 

パソコン・パン班 

創作活動班 リネン班 

生活介護班 
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平成２２年度 利用者合同忘年会 
                     in 群馬ロイヤルホテル 

１２月１８日（土） 

 

公益事業部 

「利用者さんにとって居心地がよく楽しい場所で

あり、ご家族にとっては、頼りになる場所であるよ

うに」スタッフ一同頑張ってまいります。 

今年もよろしくお願いします。 

今回は利用者８３名、スタッフ３３名の総勢１１６名での忘年会となりました。今年は場所近いということも

あってパートさんも多く参加でき、いつも一緒に働いている仲間と楽しく食事ができました！！ 

すてっぷのために特別に中華コースを考えていただいたり、スタッフの方もとても親切で楽しい忘年

会となりました。会場には大きなクリスマスツリーがあり、とてもいい雰囲気でした。 

とびっきりの笑顔です。 

おいしい料理に大満足！ 

ツリーの前でハイ、チーズ！！ 

おいしい！！ 

 

Kid’s  club 
「子供達のキラキラ輝く笑顔！！」それが私たち         

のやりがいです。今年も、わくわくドキドキの楽しいKid’

s Clubになりますように。スタッフ一同、力を合わせて

頑張ります。本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

オシャレに 

決めました！！ 
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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 前橋市亀泉町3－83 

・ケアホームＲＵＮ（メゾンすてっぷ内）  〒371-0004 前橋市亀泉町3－83 
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・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 
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後援会費納入ありがとうございました 

中山さち江様 加藤さゆり様 高橋厚子様 

中野恵子様 

ありがとうございました 

赤い羽根共同募金の寄付金は、わーく・ぴい

す・とらっぱでは利用者合同忘年会の食事代

として使わせて頂きました。 

ケアホームRUNでは、忘年会の食事代として使

わせて頂きました。また、新年会での食事代と

しても使わせていただきます。 

ありがとうございました 

大澤様よりりんごを頂き、利用者の皆さん

でおいしく頂きました。 

ケアホーム建築始まりました！ 

５ 開催します！ 

期間 ３月１２日（土）１３日（日） 
 

場所 わーくはうすすてっぷ 

大澤拓郎様 坂柳幸子様 鈴木隆子様 

鈴木 孝様 鈴木基司様 

ご寄付ありがとうございました 

アートサポーター関 孝之氏や佐々木良太氏 

によるパフォーマンスやワークショップを行います。 

また、利用者さんが一文字一文字書いた般若心

経の展示もあります。 

ぜひ、友人やご近所の方をお誘いの上、ご来場く

ださい。 

ホーム建設基金 

ご寄付ありがとうございました 

平岩康子様 善方明子様 綿貫孝雄様 

白石春枝様 中島敬一様 

今年度も社会福祉施設等施設整備費補助金を利用して、

ホームの整備を行なっています。今回は女性専用の６名定

員のケアホームです。 

補助金を受けるには法人所有の土地が必要なため、メゾン

すてっぷの北側徒歩１分の土地を購入しました。（土地購入

の寄付を頂いた皆様、ありがとうございます！） 

前橋市が中核市となり、申請の手続きが県から市へ委譲さ

れました。入札も今までの５社から１０社の指名競争入札と

変更され、今回は橋詰工業 (株)が落札し、３月完成に向け

て建築工事を進めています。 

利用者さんは前橋市グループホーム等体験事業を利用し

て、４月の入居に向けて宿泊訓練を行なっています。すてっ

ぷの女性スタッフもホームが始まる時には宿直や生活支援

員として手伝いに入るので、宿泊訓練に参加しています。  
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