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すてっぷすてっぷ   だよだよりり SSKW 

あけましておめでとうございます。 
希望に満ちた一年でありますことを心より祈願いたします。 

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。 

 新年を迎え皆様にはお変わりありませんでしょうか？ 

 昨年は自立支援法が施行されましたが、今、私たちこの社会で何を大切に

していくべきかが問われていると感じさせられます。この１年こうした事を含

め、話し合いながらこれからの事を考えましょう。 

社会福祉法人すてっぷ 

      理事長 鈴木基司 

 １２月２～4日の『第６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、ご協力をありがとうございました。 

今年は、オークションも行われ、会場に盛り上がりを添えました。３日間の総利益は昨年を10万円以

上も上回りました。 

 お客様の中には毎年チャリティーアート展を楽しみにして来てくださる方々も増えて、続けてい

くことの大切さを実感しています。 

 今年も、皆様のご協力の下、更に喜んでいただけるアート展を企画し、準備していきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

                         

総売り上げ 

収入 

売上寄付金 

支出 

  必要経費(印刷代等) 

1,879,500円 

 

541,115円 

 

172,478円 

利  益          368,637 円 

第6回チャリティーアート展収支報告 

すてっぷ後援会 

    会長 猿木素子 
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 荒木  今年も頑張ります 

 安藤  今年も昨年と同様仕事に頑張ります 

 石田  健康に気をつけてお仕事頑張ります 

 大金  健康に過ごす 

 大熊  明るく、楽しく、元気よく頑張る 

 黒澤  皆勤賞を目標に休まずくる 

 田中  織りをていねいに織りたい 

 平岩  今年も画びょん作りを頑張ります 

 安原  楽しく過ごす 

 猪狩  健康に気をつける 

 井上  健康第一 

今年の抱負 
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１人１人の夢の実現に向けて！！ 

今年もすてっぷらしく活動していきましょう              

          

          施設長 鈴木隆子 

わーくはうす すてっぷ 

パソコン班 
スタッフ 
 阿部  健康に気をつけて、笑顔で過ごしたいです 

 新井  整理整頓 

 石坂  介護福祉士にチャレンジしたい 

利用者 

 高橋  初志貫徹！無病息災！ 

 窪田  楽しく有意義な日々を積み重ねていきます！ 

 石井  これからも、与えられた仕事は責任をもって 

     しっかりとやる 

 石倉  仕事をがんばりたい 

 宮内  今の仕事の給料をあげて在宅の仕事を探す 

 中島  とくになし 

 中村  新年に向けてがんばりたいことは、 

     ぼくはパンの事をできるようになりたい 

 

パン製造販売班 
スタッフ 
 高山  健康と笑顔！！新しい事に挑戦！！ 
 小西  安心して仕事を頼まれる様に頑張りたい 

 斎藤  わーくはうす１年生 気持ちは今年も２０代 

     頑張ります 
 野口  作業を確認しておこなう 

利用者 
 森下  来年も健康管理に気をつけて頑張っていきたい 
 茂木  忘れ物をしない 
 小屋  健康第一で頑張る！ 
 野中  毎日、朝からすてっぷにきます 

 山田  楽しく過ごす 
 河合  自分なりにがんばっていきましょう 

 

リサイクル班 
スタッフ 
 林   安全第一！ 

利用者 
 白石  今年も乗馬を楽しみたい 

 綿貫  趣味の『乗り物』を拡げたい 

 大谷  笑いの壺を増やします 

創作活動班 
スタッフ 
 清水  健康で笑顔の多い年にしたいです 

 君島  清く正しく美しく(>_<) 

 吉田  みなさんといい仕事したいです 

 木村  健康第一！目標体重８０㎏！ 

利用者 
 加藤  いつまでも若々しく頑張ります 

 石田  健康が一番 

 稲村  今年も元気にすごしたいです 

 斎藤  元気に健康ですごしたい 

 宮内  電車にたくさん乗りたい 

 上原  明るく笑顔ですごす 
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清掃班 
スタッフ 
 森谷  お客様が心地よく感じる清潔な 

     会館を皆と一緒に作って行きます 

利用者 
 久保田 副リーダーとして頑張ります 

 戸所  遅刻をしないようにして仕事を頑張る 
 廣瀬  トイレをきれいにする 
 小林登 リーダーとして頑張る 
 佐藤  枯葉をいっぱい集める 
 入間川 草むしりを頑張る 
 川面  早く就労できるよう清掃に 

     気合いを入れて頑張る 
 茂木  清掃速度を上げる 

弁当・きっちん・軽作業班 
スタッフ 
 熊谷 メニューのバリエーションを増していきたいです 

利用者 
 金子  お弁当作りと洗い物と配膳当番を頑張りたいです 
 古塩  ずっとはたおりがやりたいです 皿ふきをやりたいです 
 神沢  声出しをしっかりやりたいです 

 新井  洗いものをがんばります 

 小野木 カードゲームで一番強くなりたい 

 善方  目指すは体重増加体力増強 

 奥泉  早く発作を治して豊かな生活をしたい 

県立女子大のきっちん・購買班 
スタッフ 
 上村  健康第一！ぴいすの皆さんとがんばります 
 井野  女子大生に負けずに頑張ります 
 市根井 いつも笑顔で元気に過ごしたい 
 新井  若い人達のパワーをもらい、一年間元気で！ 
 吉村  老体に鞭打って、今年も頑張ります！ 
 斎藤  みんなと仲良く一生懸命仕事を頑張ります 
 吉原  今年も頑張ります 
利用者 
 平井  無理しない様に厨房と購買を頑張ります 
 羽鳥  帰りたいのを我慢して仕事を頑張ります 
 糸井  今年も一生懸命、仕事を頑張りたいです 
 川上  今年からはもう少し体調を整えて頑張ります 
 中川  高賃金目指し健康に気をつけ頑張りたい 

 立石  毎日、最後まで諦めずパン作りを頑張ります 
 中島  パン作りは楽しいので頑張ります 
 土屋  今年もがんばります 
 関口  就職できるように頑張る 
 

喫茶班 
スタッフ 
 種   お客様がくつろげるお店づくりを目指したいです 

 下田  お客様がホッとする店をみんなと目指します 

利用者 
 狩野  仕事のスピードを上げられるようにがんばりたいです 

 田子  2007年はhappyな年にします 

 片山  がんばります 

 吉野  2006年よりもお客様に安心と笑顔を提供したいです 

 深井  オーダー取りができるようにがんばりたいです 

 鈴木  仕事を早くたくさんすすんでやります 

 井上  2006年以上に小鉢の盛りつけを上手にできる様にしたいです 

 瀧澤  オーダーがたくさんとれるようにがんばりたいです 

 中津山 どんな仕事も嫌がらずにやります 

とらっぱ 

とらっぱのみんなとお客さまに喜んで 

もらえるお仕事を目指します   

 

        施設長 根岸由記 

社会就労センターぴいす 

みんなの力が最大限に発揮できるよう

な事業所を目指します  

 

        施設長 関口晃一 

メール便班 
利用者 
 塩原  ゴマキと食事したい 

 小林秀 恋人を作って結婚したい 

 寶田  今年も身体に気を付けて頑張っていきたいです 

軽作業班 
利用者 
 星野  早く別の会社に行ってお金をもらいたい 



ヘルパーステーションすてっぷ 
代表 

 清宮  利用者さんへの生活支援のため、力を尽くします 

スタッフ 

 岡田  新しい発見や、くつろぎの時間提供を目指します 

 後藤  介護福祉士試験合格目指して頑張ります 

 諸星  本年もよろしくお願い致します 

 松嶋  みんなで幸せになりましょうね！ 

今年の抱負 
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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 

・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 

・サービスステーションほっぷすてっぷ   〒379-2164 前橋市東上野町136番地1 
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TEL 027-290-2240 
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12/9利用者会 

   合同忘年会開催 

 わーくはうす すてっぷ、ぴいす、とらっぱの

各事業所毎の利用者会が合体し、合同の利用

者会ができました。その合同利用者会主催の

忘年会が12月9日(土)に軽井沢プリンスホテル

を会場に３事業所の利用者、スタッフ総勢 

８６名の参加で行われました。  

 今回の忘年会では事業所毎にベストドレッ

サーを決める事になっていて、みなさん素敵

な装いで楽しいひとときを過ごしました。 
とらっぱ 

小林登さん、狩野さん 

ぴいす 

小林秀さん、平井さん 

わーくはうす 

白石さん、石田さん 

ベストドレッサー賞受賞者のみなさん 

サービスステーションすてっぷ、ほっぷすてっぷ 

放課後クラブ、Kid’s club 

代表  

 中澤  一日一笑！笑顔で毎日を楽しみます！ 

 本多  「明るく楽しく和らかく」そして自分磨き！！ 

 宮野  笑顔で幸せをキャッチ！  

スタッフ 

 曽根井 風邪をひかずに元気に働く 

 松室  健康がいちばんでしょう！  

前橋市障害者生活支援センター 
センター長 

 坂柳  週に１度は身体を動かす 

スタッフ 

 今氏  自分もいたわる 

 遠藤  健康第一 

法人総務課 
 高草木 １日１日を大切に、今年も頑張ります！ 

 黒川  健康に気をつけ、効率よく、仕事ができるよう心がける 

 澤田  事故のないよう安全運転に努めて頑張ります 

メゾンすてっぷ 

 管理人 

  高橋  心も身体も健康で 

ケアホームＲＵＮ 

 世話人 

  松井 一意専心の精神で頑張ります！ 


