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すてっぷすてっぷ   だよだよりり SSKW 

 ４月１３日『すてっぷ後援会総会』が開かれました。 

 すてっぷ法人化以来すてっぷの福祉事業発展のために後援会活動を続け 

ていますが、平成２０年度は１２０万円を(社福)すてっぷに寄付すること 

が出来ました。改めて皆様のご協力に感謝申し上げます。 

《今年度の寄付予定額は８０万円です。（平成２１年度収支予算より） 

                チャリティーアート展頑張りましょう》 

                毎年、多彩なゲストをお招きして記念講演会を開いており、今年 

               の総会には「フランス雑学～あなたのフランスイメージは間違って

いる             かも？！～」と題して、株式会社すいらんグループ代表取締役社長 

               梅津宏規さんをお招きしました。        

                日本の主食は『ご飯』、ヨーロッパ 

               の主食は『パン』と思っていましたが、 

               実際はフランスには主食・副食という 

               考え方はなく、タンパク質・炭水化物 

               ・野菜類等、体に必要なものを必要な 

               量を摂るという考え方で、パンは満腹 

感を調整するためにあるとのこと!! 新鮮な驚きでした。 

 

 その他にも、フランスでの学生生活の様子やお金のない中でのアイデア 

料理やレシピまで楽しくお話し頂きました。日頃、あまり聞くことのない 

フランスの生の文化に触れ、レシピまで頂きちょっと得した気分になれま 

した。 

 また来年も楽しい講演会を企画したいと思いますので、会員の皆様 

ぜひ総会にも参加をお願いします。              

           

                                すてっぷ後援会 会長 猿木素子                    

  平成２１年度 新役員 
 
   会  長 猿木 素子 
   副会長 竹内 有紀 

   書 記 深井 圭子(とらっぱ) 

        金子 有希子(公益) 

         阿部 郁代(わーく) 

         石橋 英子(わーく) 

     会 計 金子 むつ美(ぴいす) 

            飯島 真紀(わーく) 

         恩田 光子(とらっぱ) 

           中島 初江(公益) 

     監  事  新井 豊子(ぴいす) 

           石井 慶子(わーく) 

２１年度 すてっぷ後援会 スタート 

 今年度の後援会事業予定 

 
 ９月 ５日 
   交流会 AM すてっぷ事業説明/情報交換会 

       PM 谷口明広氏福祉講演会 

 １１月２８日～３０日  

   第９回チャリティーアート展 

 

 皆様の参加がすてっぷを支えます。 

 ひとりでも多くの方に楽しんで頂けるようなイベント  

 を計画しておりますので是非お越し下さい。 

Ｈ２１年度後援会  
   年会費の納入をお願いします! 
  
個人   ２,０００円～  

     (１口 １,０００円、２口以上) 

法人  １０,０００円～  

     (１口１０,０００円、１口以上) 

後援会員数 

  現在：２５７名 (６月１５日) 
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 今年のすてっぷ祭りは、すてっぷ創立１０周年記念で、

恒例の大道芸、屋台村に加え、大抽選会、民族音楽など

イベントも盛りだくさんで例年以上の盛り上がりをみせ

ました。 

 １０周年記念式典では高木市長も直接お祝いにいらし

てくださり、すてっぷがこれまで行ってきた障がいのあ

る方々への様々なサービスを高く評価して下さいまし

た。また、これまですてっぷを様々な形で応援して下さっ 

た方々に感謝状と記念品を贈らせていただきました。 

 イベントも大いに盛り上がりました。大道芸の演技に歓声が上がり・・・抽選会では当選番号発表に

一喜一憂・・・。中でも印象に残っているのが民族音楽の野外ライブでジャンべという太鼓の演奏での

出来事です。青空の下、太鼓の音がいつもは静かなわーくの庭に響きわたりました。次第に会場の人

がリズムをとりだし、太鼓の音に惹かれて、一人の子どもがダンスをはじめました。会場を走り回り、

自由に体を揺らし、ダンスを楽しんでいました。その場でうまれたコラボレーションがなんともステキ

な空気をつくり、会場にいた人たちを笑顔にしました。 

 すてっぷ祭りが毎年盛り上がるのは、子どもからお年寄りまでいろいろな世代の人たちが集まり、

楽しい時間を共有できるからだと思います。今後も地域の皆さんとの恒例行事になっていけたら、

いいなと思います。                            石井小百合 

 

すてっぷ祭り                                 

 

すてっぷ１０周年記念                              ４／２
９   

    
    
    
    

１０周年記念式典 前橋市高木市長ご挨拶 

大道芸 

前橋市長            

わーくはうすすてっぷ地権者 
元東上野町民生委員（理事）   

東上野町自治会顧問        

元東上野町自治会長        

情報労連ＮＴＴ労働組合上信越総支部 

テルウェルケアーサポートの会会長 

元すてっぷ後援会長       

すてっぷ後援会長        

群馬県立女子大学学長      

群馬県立県民健康科学大学学長  

高木 政夫様 

女屋 康秀様 

女屋 幸雄様 

女屋 常治様 

松村 右吉様 

園原  守様 

小菅 恒夫様 

石井 節子様 

猿木 素子様 

富岡 賢治様 

土井 邦雄様 

いつもご支援ありがとうございます。 

これからもよろしくお願い致します。 

感謝状贈呈者・団体 

すてっぷ１０周年を記念して 

   スタッフお揃いのTシャツを作りました。 

ジャンベ 
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in千葉・勝浦温泉 
 今年の９月のケアンズ旅行には参加しない利用者さ

ん１４名とスタッフ８名の計22名で温泉旅行に行って来

ました。 

 1日目はマザー牧場で昼食後、グループ行動で

ファームツアーや体験工房を楽しみました。夜はかん

ぽの宿勝浦で温泉を楽しんだ後、恒例の宴会とカラオ

ケで盛り上がりました。 

 2日目は勝浦から九十九里浜をドライブして途中の道

の駅『オライはすぬま』で昼食をとり、おみやげを購入し

て16時すぎには、わーくはうすに全員無事帰りました。  

 天気は今年も晴れず、残念でしたが、参加者みなさん

が元気で楽しんで来られ何よりでした。 

 来年はぜひ晴天になることを願っています。 

                  担当：後藤 均 

  勝浦温泉 

わーくはうす すてっぷ施設旅行 ２００９．５．２９～３０ 

 

体験工房では、たまひよ作り。 

かわいいのができました。 

  マザー牧場 

トラクターバスに乗って 

牧場内を一周！ 

アルパカにえさを 

あげました。   

みんなで宴会。ごはんもおい

しく頂きました。 

食後はカラオケで 

盛り上がりました！ 
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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 

編集人 社会福祉法人すてっぷ すてっぷ後援会     〒379-2164 群馬県前橋市東上野町136-1 
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医療法人清心会松沢医院､さるきクリニック､安里元子､安部郁代､天田章､新井豊子､飯島隆光､飯島真紀､飯塚好光､池田

義久､石井慶子､石倉利治､石田嘉子､石橋英子､一倉憲一､伊藤さやか､稲村寿一､入間川典子､浦野成章､大熊昭二､大崎健

樹､大谷律子､大畠良美､奥泉雅夫･浩子､女屋勝枝､女屋常冶･三重子､女屋精津子､小野木敏晴､恩田光子､加藤さゆり､金子

有希子､金古道子､金子由美､上林久美子､亀井高志､川口明日香､川面佳之､北澤静乃､木村光子､桐生瓦斯株式会社､窪田照

子､栗原良雄､小山陽二､斉藤寛､坂柳健司､櫻井俊輔､佐藤かよ子､佐藤佐智子､佐藤健一､猿木素子､島田良子､清水澄治､清

水敏子､清水文子､清水康史､白石春枝､城田幸子､神保知子､鈴木良昭､鈴木芳雄､須藤登喜雄､須藤友喜､関孝之､関健鑑､関

口純子､関口幸代､善方明子､高坂真人､高橋寿夫､高橋秀夫､宝田好夫､瀧澤久仁子､竹内淳一､竹内有紀､田島篤史､田中克

己税理士事務所､田中久子､土屋博正､戸所清､戸丸とみえ､戸丸史郎､戸丸庸子､中澤梢､中島敬一､中島照雄､中島良之､中

津山達也､中野恵子､中村紀雄､中山さち江､野村高昭､萩原尚樹､長谷川恒子､平井恵治､廣瀬明美､深井浩､福原悦郎､星野

知之､細野幸恵､堀越久美子､松下千恵子･真理子､松房衣子､丸山良雄､三木袈裟八､峯岸千鶴子､宮内みどり､村山健児､茂

木秀隆､森川陽一郎､森田房江､山岸喜世子､山口秀之､山口隆志･美由紀､山田文雄､山根徹､横倉満､横堀好南､六本木伸一､

綿貫由美子 

後援会費納入ありがとうございます   

９：００～１２：００ 
バザー 

すてっぷ 
７/４（土） 
～バザー品～ 

タオル・衣類 

食器・食品 

新古本・絵本 

  など・・・ 

ラムネ・ジュース・かき氷 

ヨーヨー・スーパーボール 

焼きたてパン・流しそうめん 

～模擬店コーナー～ 

収益は秋のすてっぷ１０周年 

記念旅行の介助者費用に 

あてられます。 

 

バザー品が足りません！ 

ご協力をお願いします！ 
 

 ご家庭で眠っている品物が 

 ありましたらぜひご協力を！ 

 なお、品物は未使用品に限らせて 

 頂きます。また、食料品は賞味期限 

 をご確認のうえ、お持ち下さい。 


