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すてっぷ だより SSKW 

すてっぷに興味のある方、障害福祉に興味のある方がいらっしゃ
いましたら、後援会会員にお誘いください。よろしくお願いいたし
ます。 

４/２２（火） 
「平成２６年度すてっぷ後援会総会」が開催されました 
３５名の会員が出席され、議案について、滞りなく了承をいただき、総会を執り行うことができました。

総会の資料につきましては、社会福祉法人すてっぷのホームページにアップいたしますので、閲覧く

ださい。 

 
 

◎今年度も『チャリティハンドメイド展 inすてっぷ』を開催します。 

 

平成２６年度の後援会活動のポイント 

 

◎後援会費の徴収を徹底するとともに、会員の拡大を図り、増収を
目指します。 

平成２６年度 後援会新役員紹介 

会 長 猿木 素子       

副会長 竹内 有紀 

    白石 春枝 

書記  糸井 徹 

会計  中津山 達也 

岡田 登美江 

監事  蜂巣 晴美 

     

 

今年度の新役員が決まりましたので皆様にご報告させていただきます。 

平成２６年度も社会福祉法人すてっぷの事業を支援し、充実した活動を続けたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

☆平成 26年度後援会費の納入をお願いします☆ 

後援会費  個人会員 3,000円～（1口 3,000円以上） 

          団体会員 10,000円～（1口 10,000円以上） 

上記の会費を直接後援会事務局へお持ちいただくか、郵便振込にてお申込みください。 

 口座番号 ００１２０－４－１９２２４２ 

加入者名  「すてっぷ後援会」 
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平成２６年 新入職員紹介 

ケアホームすきっぷ 
加藤 晃子 

３月に入職しケアホームすきっぷに勤務
しております。 
不安と緊張で始まった勤務ですが、「た
だいま！」と笑顔で帰ってくる利用者
さんに元気を頂き、楽しさも増えて参り
ました。 
これから更に沢山の笑顔を見せてもら
えるように努めていきたいと思ってお
ります。 
よろしくお願いいたします。 

わーくはうすてっぷ・ケアホームＲＵＮ 

玉田 裕二 
 

今年の 4 月からわーくはうすすてっぷで
働くことになりました、玉田裕二です。3
月に東京福祉大学を卒業しました。利用
者さんが笑顔で毎日を過ごせるよう、自
分も毎日笑顔で接していられるようなス
タッフになりたいと考えております。 
これからよろしくお願いします。 

 

わーくはうすすてっぷ 生活介護班 
花房 明子 
 
昨年春に入社し、１年間、生活介護のパー
トスタッフとして勤務してきました。 
４月より常勤スタッフとして新たにスター
トする事になりました。 
皆さんと共に、たくさんの経験を重ね、多
くの事を吸収していきたいです。 
「人生においての喜びや感動」をより多
く感じて頂けるサポートが出来るスタッフ
を目指します。宜しくお願いします。 

 

 

ワークセンターまえばし 
小野 恵美子 

 

昨年の１２月からワークセンターまえばし
の就業支援ワーカーとして勤務しており
ます。 
福祉会館にはとらっぱの利用者さんが
いらっしゃいますが、毎日皆さんの笑顔
に癒やされています。色々な方との出会
いを大切にし、すてっぷの一員として前
進していけるよう、努力していきたいと
思います。よろしくお願い致します。 

 

 

 平成 26 年 3 月 14 日（金）、すてっぷの理事でもある愛知淑徳大学教授の谷口明広氏を講師に
迎え、ご家族向けに福祉研修会を行いました。 
～お子さんについて、性の悩みはありませんか？～というテーマで研修を行い、障害をもつ方

の自立生活と性についてのお話や、学童期における性教育の重要性や事例を通しての家庭内で
の問題などを紹介して頂きました。 

 

研修報告 

参加されたキッズクラブのご家族からの感想・・・ 

 

また、『オープンにしづらく感じるお話が落語の様で面白かった！』『お話が途中で終わってしまったの

で最後まで聞きたかった』というご感想も頂きました。講師の谷口氏の楽しいお話しぶりもあり、設定して

いた時間だけでは足りないくらい好評な研修会となりました。 

 
翌日には同じく谷口氏を講師として、職員を対象として研修を行い、性の権利に関するお話や事

例を通した施設内での問題について話を聞くと共に、すてっぷの各部署での性についての具体的な
課題をみんなで挙げ、それについての対応や解決に向けての支援方法を検討しました。参加したス
タッフからは『モヤモヤがすっきりした。次回からの支援に活かしたい』『先生の話を聞いて、一
つの考え方にとらわれずに視野を広くもって対応することが大切だと感じた』『先生に答えを頂い
た事で深刻に考えすぎていたと気付いた。少し気持ちを切り替えて見守りたい』という声も上が
り、普段はなかなか向き合えない「性について」考え直し、新たな気付きと発見の多い有意義な研
修でした。 

今回話を聞けなかった・もっと聞きたかったという方にお知らせです！          

講演会の第 2弾が開催されます！ 

日時：平成 26年 5 月 15 日（木）10：00～11：45 

場所：前橋テルサ ９Ｆ つつじの間 

◎詳しくはホームページをご覧ください。 

申し込みが必要なため、詳細は別途お知らせをお配りします。 

ケアホームＲＵＮ・わーくはうすてっぷ 

堤 裕希 
 

今年度より、ケアホームＲＵＮとわーくはう
す・すてっぷの兼務をさせて頂くことになり
ました、堤 裕希です。 
私の趣味は体を動かすことと、料理を作る
ことです。 
一日でも早く仕事に慣れて、利用者の皆さ
んに少しでも良い支援が行えるように努力
していきますので、宜しくお願いいたしま
す。 

 

 

ケアホームＲＵＮ 
角田 沙弥佳 
 
皆さんこんにちは。昨年の１２月１日より入職
しました角田沙弥佳と申します。以前は、重
症心身障害児（者）病棟に勤務していまし
た。 
すてっぷで働きはじめてからもう 5 か月が
たとうとしていますが、まだまだ不慣れな
事ばかりで周りの方々に助けられてばかり
です。早く仕事を覚えて一人前になれる
様、頑張りたいと思います。 
よろしくお願いします。 
 



我が子はまだ小学生ですが、これからの事についていろいろ参考になったと思います。また、  

全く考えてもいなかったことに気付いたり、今後の心構えができました。 

体はどんどん大きくなってきているのに親として性の問題が現実的に考えられませんでした。 

まだ先だろうと勝手に後回しにしていた事にちょっと反省です。 

先生のお話を聞けて不安はありますが子供の成長をしっかり受け止めていけそうです。 
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翌日には同じく谷口氏を講師として、職員を対象として研修を行い、性の権利に関するお話や事
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た事で深刻に考えすぎていたと気付いた。少し気持ちを切り替えて見守りたい』という声も上が
り、普段はなかなか向き合えない「性について」考え直し、新たな気付きと発見の多い有意義な研
修でした。 

今回話を聞けなかった・もっと聞きたかったという方にお知らせです！          

講演会の第 2弾が開催されます！ 

日時：平成 26年 5 月 15 日（木）10：00～11：45 

場所：前橋テルサ ９Ｆ つつじの間 

◎詳しくはホームページをご覧ください。 

申し込みが必要なため、詳細は別途お知らせをお配りします。 

楽しいお話ぶりにいつの間にか前のめり(笑)。なかなかオープンにしづらく感じるお話が落語の

ようで！とても印象的でしたのは『性の問題はエネルギ―。心が生きるで性』というお言葉でし

た。わからないのでフタをして敬遠しがちでしたが『自然な喜びなのかな。。』と感じさせて頂き
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すてっぷでは、今年度もグループホーム（法が変わって、ケアホームもグループホームという名称に統一されま

した）を建築する予定です。 

24 年度には 100 億円の予算のあった国の施設整備補助金は、25 年度は半分の 50 億円に減額されたことも

あり、すてっぷの申請は不採択となりました。25 年度に不採択だったグループホームの申請は 26 年度に再申

請しましたが、26 年度は予算がさらに削られて、30 億円になってしまいました。これを全国 47 の都道府県で分

けるわけですから、一県あたり 6400 万円（均等割りかはわかりませんが）となり、今年も申請が通るかどうかわ

かりません。 

これまでのように補助金をあてにして施設整備を行うという考え方自体を見直していかないと今後必要なサービ

ス（ホーム以外の全てのサービスをも）を行うことが出来なくなってしまいます。 

元々ホームの土地購入には補助金がないので、後援会行事での売上や後援会員様からの寄付で購入してきま

したが、不足分は法人が負担してきました。 

今後益々いろいろなところで法人の金銭的負担が大きくなると思われます。必要なサービスを継続して行くため

に皆様方のより一層の寄付のご協力をお願いいたします。 
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鈴木計太郎様  加藤文雄様 

白石春枝様 横澤正樹様 

 

女屋和成様 加藤文雄様 加藤さゆり様 高橋厚子様  

斎喜広栄様 坂柳健司様 斎藤直子様 新井恒之様  

須藤真由美様 髙世久美子様 坂井一典様 女屋やよい様  

髙橋秀夫様 髙橋寿夫様 飯野好光様 松房衣子様  

シバインシュアランス様 星野知之様 吉澤 保様  

中島敬一様 竹内有紀様 川面智恵子様 佐藤佳朗様  

前川 宏様 中島 宏様 中島初江様 平岩康子様  

岡田登美江様 白石イツ子様 松本正子様 白石春枝様  

蜂巣史良様 小野口房子様 深井 浩様 大畠良美様  

平井恵治様 長谷川恒子様 綿貫由美子様 北見恵美様  

廣瀬明美様 横澤正樹様 阿部郁代様 関口純子様  

丸山良雄様 大久保裕史様 中津山達也様 猿木素子様 

（医）さるきクリニック様 立石志津子様 斉藤真理様  

宝田好夫様 入間川典子様 山田文雄様 田中 学様  

鈴木良昭様 黒岩全代様 

 

ホーム建設基金寄付のお願い 
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ハガキ・切手の 

ご寄付ありがとうございます 

 

後援会費納入 

  ありがとうございます 

ホーム建設基金 

ご寄付ありがとうございます 

奥泉雅夫様 

ご寄付ありがとうございます 

谷口明広様  河内那保子様 


