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平成20年度 すてっぷ後援会活動開始！

平成２０年度すてっぷ後援会 スタート！
去る４月２３日、約３０名の会員参加と１３６名の委任状をもって『すてっ
ぷ後援会』総会が無事に開催されました。
事業報告の中で昨年度は１５０万円が社会福祉法人すてっぷに寄付
されたことが再確認されました。改めてみなさまのご協力に御礼申し
上げます。
今回の記念講演は、「親子でらくらく運動法」と題して群馬大学教育
学部教授：山西哲郎先生をお招きしました。普段なかなか出来ないスト
山西先生の記念講演

レッチや自然を感じながら屋外を歩くなど参加いただきました多くの
方と一緒に有意義な時間を過ごせました。参加された会員のみなさん

平成20年度新役員

からも「楽しかった」と感想をいただきました。
今年度の後援会事業といたしまして、『第８回チャリティーアート展』
（１１月２９日～１２月１日）を予定しております。是非みなさまにご協力いた

会 長
副会長
書 記

だき、たくさんの方に「わーくはうす・すてっぷ」へ足を運んでいただけ
ますようお願い申し上げます。
尚、新年度開始にあたりまして、会費納入の振込用紙を同封させて

会

計

監

事

いただきます。お近くの方にも声を掛けていただき、今年もすてっぷ後
援会の活動にご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます。
すてっぷ後援会
会長 猿木素子
【後援会費の納入金額について】
個人会員
年額 １口 1,000円 2口(2,000円)以上 何口でも
法人会員
年額 １口 10,000円 から 何口でも
※通信欄に“平成２０年度 会費”とご記入お願いいたします。
万一、行き違いにご入金がお済みでしたら、どうぞご容赦ください。
納入いただいた後援会費は、社会福祉法人すてっぷの福祉事業のため大切な資金
となります。尚、退会を希望される方につきましては、お手数ですが御一報いただき
ますようお願い申し上げます。

猿木 素子
竹内 有紀
新井 豊子
綿貫由美子
深井 圭子
金子有希子
中津山達也
石井 慶子
飯島 真紀
山田 秀美
金子むつ美
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わーくはうす すてっぷ施設旅行

晴

れ

の

大阪・USJ
楽しかった
新幹線に乗って大阪へ出発！
わくわくドキドキのグループ旅行スタート！
駅弁でちょっと早いお昼を食べ車内はにぎやか。

大阪・USJ日程
５月３０日
７：００ 高崎駅集合
７：３１ 新幹線で東京へ
９：１３ 新幹線で大阪へ
１３：０４ ユニバーサルシティ駅
に到着
１３：３０～ USJ
１９：３０ ホテルにて夕食
ユニバーサルポート泊

駅
駅員さんにはとても親切にして
頂き、ありがとうございました。

５月３１日
６：３０
７：３０
９：００
１０：３０
１４：００
１７：１６
１８：１９

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン！

USJの目の前にある
ユニバーサル・ポートに宿泊。
バリアフリールームもあり、室内は
広々でした。
朝食・夕食のブッフェもおいしく頂
きました。
ETと一緒に記念撮影

大阪散策
えびすばし商店街に行ってきました。
くいだおれ太郎やかに道楽での
記念撮影中、雨がパラパラ…
食べ歩きができなかったことが残念ですが、
本場のたこ焼きを頂くことができました！
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起床
ホテルにて朝食
ホテルを出発！
地下鉄を乗り継いで
えびすばし商店街到着！
新幹線で東京へ
新幹線で高崎へ
高崎駅に到着

参加者 利用者 ：９名
スタッフ：６名

フェイスペイントで
変身だ！ワン！
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２００８．５．３０（金）～３１（土）

雨

の

日光・鬼怒川
でも楽しかった

日光江戸村

バスから降りて、みんなカッパや傘をセットし
ていざ入村！雨にも関わらずお客さんが結構
いました。
日光・鬼怒川日程
５月３０日
８：４５ わーく集合
１０：３０ 富弘美術館（休憩）
１２：００ 日光江戸村
１６：３０ ホテル到着
１８：００ 宴会
２１：００ 雑伎団ショー観覧

侍、町娘、忍者に
なりました！
まるで江戸村の
村民気分です。

５月３１日
６：３０
７：３０
１０：００
１３：００
１４：３０
１５：００

参加者

起床
朝食
ホテル出発
とんとん広場（昼食）
わーくへ出発
わーく到着

利用者 ：25名
スタッフ：15名

忍者ショーと花魁ショーを見ました。
花魁さんはとってもキレイでした。で
も…着物重くないのかな？
忍者は、動きがとても早くて高いと
ころからでも平気でジャンプ！
ドキドキしたけどとってもおもしろかっ
たです。
ホテルに着いて、まずは冷えた体を温泉で温
めました。雨の露天風呂もなかなか趣があっ
てよかったです。お湯はちょっと熱かったけ
ど・・・。
そしてメインの宴会！おいしい料理をいただ
きながら、恒例！？のカラオケ大会で盛り上
がりました♪

あさやホテル

とんとん広場
２日目も残念なことに雨・・・。
大笹牧場を断念して、宮城の
とんとん広場へ行きました。
玄関で、黒いミニブタちゃんの歓迎にあい、お昼は豚しゃぶを頂きました♪
生で食べてもいい程新鮮な豚肉をしゃぶしゃぶ。１テーブル４人で鍋を囲み、
おいしく、楽しいひとときを過ごしました。雨にちょっと感謝。
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5/26前橋福祉ショップ「みんなの店」誕生
群馬県社会就労センター前橋支部として昨年から準備を進めてまいりました、前橋福祉ショップ「みんなの店」
が5月26日にグランドオープンしました。
前橋市内の18ヵ所の社会就労センター(就労支援事業所・授産施設・作業所)で作られた商品が展示販売されて
います。公共施設の中にこのような福祉ショップが作られたのは群馬県では初めてです。先進地域では当たり前
のように福祉ショップがある中、ぜひ群馬でもと願っておりましたがこのたび前橋市のご英断により前橋総合福
祉会館の展示室を提供していただくことができました。とらっぱの隣です。しかも、展示用備品やレジの購入など
の初期費用や運営費も予算化していただきました。正式な準備会ができてから2か月、市内の事業所が協力して
オープンにこぎつけました。これを機会に事業所間の協力が進み就労支援事業のより一層の活性化が図れるこ
とを期待しています。
同封させていただいたパンフレットは後援会員の糸井さんにデザインしていただきました。
店の看板やディスプレイもコーディネイトしていただきとても明るく素敵なお店になりました。
(本当にありがとうございます) みんなの店の文字はわーくの利用者の安原さんの書が採用さ
れました。(とってもいい味出てます)
お店での販売も事業所の職員と利用者が交代で行っています。わーくはうすすてっぷは金 書を書いた安原さん
曜日の担当です。当日の売上の5％が事業所の販売手数料に加算されます。焼き立てパンも出ていますのでぜ
ひお立ち寄りください。お待ちしております。
わーくはうすすてっぷ 鈴木

「ワークセンターまえばし」 開設しました！
当法人では、県の指定を受けて障害者就業・生活支援センター「ワークセンターまえばし」を４月に開設しまし
た。事務所は、前橋市総合福祉会館１階の生活支援センターの一角を貸して頂き、専従の職員３名でスタートしま
した。前橋市と富士見村が担当地域となります。
ワークセンターまえばしは、様々な障がいのある方々が、社会人として自立し、安定した職業生活を送ってい
ただくために、ご本人の意向を尊重しながら、雇用や福祉及び教育などの各関係機関と協力しながら、職業面・
生活面の一体的な支援を行います。
働くことを希望する方や、就職はしたけれど、仕事のこと、人間関係のこと、生活面のことなどについて不安
や悩みのある方、どうぞ気軽にご相談ください。
ワークセンターまえばし 青柳

喫茶スペース

『ほっとCafe』が７月１日オープンします

前橋市総合福祉会館内『Cafeとらっぱ』の閉店後を利
用して、お仕事をしていて、ワークセンターまえばしに登
録していただいている方を対象に喫茶スペース『ほっと
Cafe』をオープンします。スタッフも一緒におしゃべりし
たり、お茶を飲んだり、音楽を聴いたり・・・。
ご利用に費用はかかりません。事前予約も不要です
ので、お気軽にお立ち寄りください。スタッフ一同お待ち
しております！

・わーくはうす すてっぷ
・社会就労センターぴいす
・とらっぱ
・ヘルパーステーションすてっぷ
・ケアホームＲＵＮ
・ケアホームＲＵＮ（メゾンすてっぷ内）
・メゾンすてっぷ
・前橋市障害者生活支援センター
・ワークセンターまえばし
・サービスステーションすてっぷ

〒379-2164
〒371-0032
〒371-0017
〒379-2164
〒371-0017
〒371-0004
〒371-0004
〒371-0017
〒371-0017
〒370-3523

お仕事帰りにほっと一息、
ちょこっとおしゃべりしていきませんか。

営業日：月曜日～土曜日
営業時間：午後５時～午後７時
（飲み物も１杯30円でご用意してあります）
問い合わせ：ワークセンターまえばし曽根井
電話:027-231-7345 FAX:027-231-7346
e-mail:wcm@s-step.com

前橋市東上野町136番地1
前橋市若宮町4-2-17
前橋市日吉町2－17－10
前橋市東上野町136番地1
前橋市日吉町2ー29－4
前橋市亀泉町3－83
前橋市亀泉町3－83
前橋市日吉町2－17－10
前橋市日吉町2－17－10
高崎市福島町782－1

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

027-290-6161
027-236-0303
027-219-2525
027-290-2233
027-234-3321
027-269-7444
027-269-7444
027-236-0001
027-231-7345
027-372-3456
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