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№４０ 

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 おめでとうございます 

関口コオ氏 サイン会 

  ３日間行われました！ 

11月28・29・30日の『第9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、3日間の総売り上げは昨年を44万円も上回る事ができました。 

お客様の中には、毎年チャリティーアート展を楽しみに来てくださる方々や次回の開催を楽しみにし

ているとの声をかけ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 

来場者数：３８３名 

 第 9 回チャリティーアート展収支報告  

総売上げ          1,980,740円 

     売上寄付金     631,762円 

     必要経費（印刷代等）   172,875円 

 

      後援会収入       458,887円 

新しい年を迎えましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

昨夏は総選挙によりわが社会は大きな政治的変動を迎えることになりました。

その変動が日々の生活にどのような結果をもたらすか、今年はそれらが具体

化され始める年でもあります。できるだけ私たちの生活にとってすごしやすくなるよ

う、制度・政策が改定され、税金が再分配されることを期待しています。また可

能な限りそのように働きかけていきたいものと思っています。 

皆さまにとって良い年になることを！！ 

理事長 鈴木 基司 
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わーくはうすすてっぷ 
とらっぱ 

前橋市障害者生活支援センター 

相談いただいた方は７７０名を超え、相談対象も障害状

況も様々で解決すべき課題も多岐にわたっています。今

年も障害福祉課はじめ、多くの方と協力し“すてっぷの

支援センターに相談して良かった”と言われるよう、真

摯に向き合っていきたいと思います。 

ワークセンターまえばし 

ワークセンターまえばしは今年で3年目を迎えます。 

当センターは就職を希望する方、または現在就職している

方からのご相談をお受けしており、ご登録いただいた方は

230名を超えました。 

雇用情勢につきましては100年に一度の不況と言われる厳

しい状況ではありますが、関係機関と協力しながら、一人一

人の就業生活が豊かなものになるよう、また一人でも多く

の方が就職できるよう、スタッフ一同がんばっていきたい

と思います。 

本年もよろしくお願いします。 

ケアホームRUN 

明けましておめでとうございます。 

個性豊かなメンバーが暮らすＲＵＮ。毎日ドラマ

チックな日々が繰り広げられております。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。 

平成１２年３０名定員の身体障害者通所授産施設とし

てスタート。地域の皆様、後援会の皆様に支えられて

昨年１０周年を迎えることができました。自立支援法

の施行と共に平成１８年１１月より、就労継続Ｂ型（２０名

定員）・生活介護事業（２０名定員）の多機能型事業所

に移行し、現在４８名の身体・知的に障がいのある利

用者さんが通所しています。春のすてっぷ祭りに始ま

り、グループ旅行、自立講座、利用者会行事、けやき

販売会、前橋祭り、チャリティーアート展、遊墨民展と

たくさんの行事と販売活動を通じて常に地域に開か

れ、社会の風が通り抜けるわーくはうすすてっぷで

ありたいと思います。 

今年の目標①食パン定期購入者１００人増 

     ②群馬のおみやげになる新製品開発 

あけましておめでとう 

ございます。 
とらっぱは、今年も 

「たのもしく働き、楽し

く遊ぼう！」の精神で、職場実習やスポーツ体験などいろいろな

経験をしていきたいと思っています。 
昨年は、清掃の仕事で３名、事務補助の仕事で１名の方が就職し

ました。みなさん街中のビルで元気いっぱいに働いています。 
またカフェでは、おいしいお菓子の販売を計画しています。 
今年もどうぞよろしくお願いします。 

ヘルパーステーションすてっぷ 

皆さんの生活のお役に立てるように全力を尽くします。皆

さんの生活に寄り添って最善の方法を考えます。皆さんの

要望に出来る限り応えられるよう努力します。皆さんと共

にあり続けます。 

公益事業部 

利用中の過ごし方やおやつのことなどご不満がありま

したら何なりとスタッフにおっしゃってください。こ

れまで以上にじっくりとお話を伺い、最大限努力を

し、ご要望にお応えできるよう全力を尽くします。 

   放課後クラブ・Kid’s Club 

   サービスステーションすてっぷ スタッフ一同 

メゾンすてっぷ 

早いものでメゾンは今年で８年目に入ります。ただ暮らすの

ではなく、豊かに暮らせるようみんなを応援していきます。

青空会（利用者会）の活動や地域の方々との交流にも力を入

れたいと思っています。 

24名の利用者さんと18名のスタッフ。働く場所は県立女子大学、県民健

康科学大学、ヤマト運輸、法人本部の４ヶ所。作業は学食（２ヶ所）、購買

（２ヶ所）、カフェ、清掃、メール便仕分け、リサイクルの８種類。 

ぴいすもずいぶん大所帯になりした。 

元気に「働く！」安心して「暮らす！」思いっきり「楽しむ！」をモットーに 

今年もぴいすらしく元気にいきます！ 

ぴいす 

今年の目標  

平均工賃 

3,000円ＵＰ！ 



ぴいすリサイクル班です。 

頑張ってます。 
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平成２１年度 利用者合同忘年会 
        in 高崎ビューホテル 

１２月１９
日（土）

 

今回は利用者７２名、スタッフ３６名の計１０８名での忘年会となりました。年に１度の利用者会主催のわーく・

ぴいす・とらっぱ３施設合同イベントということで盛り上がりました。ひさびさに顔を合わせ思い思いに会話を楽

しんでいる様子でした。 

マナー講座の成果！ 

ナイフ・フォークを使っておいしく

頂きました。 

障害者用トイレあり。 

エレベーターは広くて移動 

もスムーズでした。 

班の紹介。緊張しましたが、

頑張りました！ 

とらっぱ喫茶班の仲間です。 

普段は仕事で忙しく、 

ゆっくり話をしながら 

の食事は難しいです

が、今日はゆっくりと

食事を楽しみ、会話も

弾みました。 

・サーモンムースの 

      シュー包み 

・カボチャのクリームスープ 

・帆立貝柱のボイル 

・鶏モモ肉巻きロースト 

・季節のサラダ 

・デザート 

・コーヒー 

・パン 
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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 
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ありがとうございました 

株式会社富士通フロンテック・システムズ様

より中古パソコン１台を寄付して頂きまし

た。パソコン班で大切に使わせて頂きます。 ありがとうございました 

社団法人あゆみの箱（会長中村メイコ様）より

液晶テレビ１台のご寄付を頂きました。 
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。 

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！ 

すてっぷアートの現在地 

４ 開催します！  

期間 絵画 ２月１日～２月６日 

   書  ２月７日～２月１２日 
 

場所 前橋市総合福祉会館内  

   みんなの店 
 

時間 平日１０時～１５時 

   （土・日は１７時まで） １２日の１１時半より１２時半まで関孝之（アートサ

ポーターによる書のライブパフォーマンスがあります。

皆さん是非足をお運び下さい。 

 通信等でお伝えしてきましたが、グループホームやケアホーム

（以下ホーム）を希望する本人と家族、それを支援するスタッフで２

年前からホーム開設準備会を作り、ホームの見学会や勉強会を行

いながらホームに使える家探しを行っています。利用者さん本人

も宿泊訓練を行い、ホームに入る日に備えています。 

 ホーム開設準備会として色々とホームの建築方法を模索してま

いりましたが、法人所有地であれば社会福祉施設等施設整備費補

助金が受けられることとなり、メゾンすてっぷの駐車場にホームを

建設することになりました。（以前はホーム建設に対する補助金は

ありませんでしたが、障害者自立支援法施行後に新たに出来た補

助金制度です） 

ここに現在ＲＵＮを利用している４名の利用者さんと待機者の２名

の方が入居します。完成予定は今年３月、補助金で足らない費用

の一部にはすてっぷ後援会からの寄付が使われることになってい

ます。ありがとうございます。 

 これからもホーム整備を予定していますが、益々のご協力をよ

ろしくお願い致します。 

橋本喜好様、大澤拓郎様、鈴木 孝様 

鈴木隆子様、鈴木基司様、坂柳幸子様 

ご寄付ありがとうございました 


