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第１０回

№４２
w-step@s-step.com

１２月４日（土）~１２月５日（日）
お友達・ご家族
お誘い合わせのうえ、
皆さんぜひ参加して
ください。

１０周年記念特別展示
詩画作家

今年で『チャリティーアート展inすてっぷ』は第１０回を迎えます。今まで多くの方にご来
場を頂き、県内を中心に様々な分野で活躍されている作家の方々の多彩な芸術作品や、
ハンディを持つ方々の作品（エイブルアート）を直に鑑賞して頂きました。
今回のチャリティーアート展では１０周年記念といたしまして、全国的にご活躍されてい
る星野富弘さんの作品を特別に展示させて頂きます。
富弘さんの作品は美術館やデパートなど大きな会場
でしか普段見ることはできませんんが、今回は富弘さ
んアート展の趣旨に賛同下さり実現いたしました。
目の前で星野富弘さんの作品を見るまたとない機
会です。ぜひ、芸術の秋をすてっぷでお楽しみくださ
い。
チャリティーアート展の売上の一部がすてっぷ後援
会に寄付され、すてっぷのハンディを持つ方々の支援
事業（グループホーム建設）のために活用されます。
ひとりでも多くの方にご来場頂けますよう、よろしく
お願い申し上げます。
H２１年度入場者数 ３８３名

売上 １９３万円
（チャリティー分６３万円）
今年の目標入場者数 ５００名 売上 ２５０万円
（チャリティー分７５万円）

パン喫茶も営業しています。
昼食やお土産に焼きたてパンを！
ぜひご利用ください。

親子で体験！！クリスマスかざり、干支
手織り・羊毛フェルト体験教室やります。
（１２月４日・５日） １回８００円
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オーストラリア

行ってきました！
すてっぷで３回目となる海外旅行“すてっぷ１０周年記念ケアン
ズ５日間の旅”が無事に終了しました。昨年実施の予定でしたが、
新型インフルエンザ流行のため１年延期となっていました。
参加者、わーくはうす・ぴいす・とらっぱ３施設で、利用者さん
２３名・スタッフ１６名の合計３９名です。《車椅子の方は９
名。その内４名は電動車椅子をレンタルして行きました。》

2010.9.23-27

アボリジニ文化村

ニックさんのオージー牧場

ケアンズはバリアフリーの所も多く、行動はス
ムーズにできました。天候にも恵まれ、気温も２５℃
前後ととても過ごしやすかったです。
行きの飛行機では初の“飛行機酔い”を体験してし
まいましたが、時差も１時間と短く、身体の負担も少
なく思いっきり楽しめた旅行でした。

グレートバリアリーフ・グリーン島へ行きました。
海はとっても綺麗でハワイやグアムとは比べものに
なりませんでした。酔い止めをサービスで頂けたので
船酔いすることもなく、釣りをしたり、グラスボトム
ボートに乗って魚を見たり楽しむことができました。

ケアンズに１台の
リフト付バスを借り
て移動をしました。
車椅子が最大４台固定
でき、とっても便利で
した。
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宿泊したホテルから歩いて２～３分のところにある
ラグーンへ行きました。海はワニがいて泳げませんで
したが、ラグーンで潜水をしたり、クロールをしたり
思い思いに楽しみました。
in トロピカルズー

とってもいい
写真が撮れま
した。
コアラに直接
さわるという
とても貴重な
経験ができま
した。
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オーストラリアの先住民であるアボリジ
ナルカルチャーに触れることの出来る貴
重な体験をしました。ウエルカムドリン
クで歓迎の後、アボリジニに指でフェイ
スペインティングをしてもらいました。
ひとりひとり違ったペインティングで、
気分はすっかりアボリジニ。
太古の時代から続く火熾しの儀式にみん
なで参加しました。
夜の動物園ではカンガルーの餌付け
体験や迫力満点のワニの餌付け
ショー、現地の人とのダンスを楽し
みました。

「世界の車窓から」でおなじみの
１００年以上も歴史のある列車
です。
キュランダ駅からケアンズセン
トラル駅まで約２時間の長い列
車の旅の始まりです。

グリーン車両にはリフトがつい
ていて車椅子でも楽々。車椅子も
４台固定ができ、車椅子用トイレ
も付いていました。

レインフォレステーションでは、水
陸両用車アーミーダックに乗ってき
ました。車椅子の方でも乗り移って
乗ることが出来ました！！

※詳しい報告はすてっぷホームページまで。www.s-step.com

お世話になりました
すてっぷの海外旅行は３度目ですが、今回は添乗員さん同行の旅行でした。
空港での移動がスムーズに行えたり、現地でもガイドさん付きでとても楽しい
旅行になりました。
ありがとうございました。

（株）阪急交通社

松岡さん

←すてっぷの谷口明広理事と
バリアフリーツアーを一緒
に長年企画実施している
ベテラン添乗員さんです。

ご協力ありがとうございました
２１年、２２年２回の「すてっぷバザー」での売上約４５万円は３人分の介助者費用として使わせて頂き
ました。
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わーくはうす 新潟旅行 ７月１５日（木）

ＩＮ ニューグリンピア津南 ～１６日（金）

ケアンズ旅行に参加されない方を対象に昨年好評でした新
潟旅行を企画し、行ってきました。
１日目は少し雨が降ってしまいましたが、２日目は天候にも
恵まれ、ピザ体験やそば打ち体験を楽しみました。
今回はゆったりと過ごすことができ、とても良かったです。

ニューグリンピア津南
住所：新潟県中魚沼郡津南町秋成12300
ＨＰ：http://www.new-greenpia.com/
バリアフリールームを利用しました！

１日目 ７月１５日
グループ別アクティビティ
ボウリング

ゴーカート
道具を使って
車イスでも楽しむ
ことができました。

みなさん表情は真剣！
狙いをさだめて
投げました。

ちょっと小雨が降ってきてし
まいましたが、みんな乗るこ
とができ、楽しめました。
ドキドキの初ドライブ！
自ら運転したいとハンドルを
握りました。
食後は希望者だけで
カラオケ大会！
好きな歌を歌ったり、
踊ったり、盛り上がりました。

２日目 ７月１６日
ピザ体験＆そば打ち体験

そば打ち体験＆笹団子

ピザ体験
生地をのばして
好きな具をトッピング
一生懸命均等になるように
のばしました。

移動は坂があったり
少し大変でしたが、
車を出してくれてピ
ストンしてくれまし
た。

美味しそうに
焼き上がりました！
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グループに分かれ、自分たち
で最初から力いっぱいこね
ました。

自分たちで打ったそばはとって
も美味しかったです。
お腹いっぱいになってしまい、
笹団子はお土産にしました。
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後援会費納入ありがとうございます
佐々木尚子様 新井千晶様 根津さほ様 秋山千秋様 金子登様 杉田真弓様
田中久子様 飯塚好光様 松房衣子様 高橋寿夫様 高橋秀夫様 飯島真紀様
大島武様 竹内有紀様 川面佳之様 石橋英子様 野中渉様 平井恵治様
恩田光子様 新井正美様 佐藤かよ子様 飯塚郁枝様 宝田好夫様 荒木勝男様
猪熊一之様 広瀬明美様 立石志津子様 齋藤寛様 山口隆志様・美由紀様
鈴木計太郎様 大畠良美様 中島宏様 須藤登喜雄様 三木袈娑八様 平岩康子様
野村高昭様 星野正子様 丸山良雄様 関口重美様 茂木秀隆様 新井豊子様
阿部郁代様 松下千恵子様・真理子様 入間川典子様 山田文雄様 綿貫由美子様
齋藤直子様 中津山達也様 白石春枝様 善方明子様 医）さるきクリニック様
猿木素子様 六本木伸一様 武井宏純様 遅塚昭彦様 森田房江様 石田豪様
細野幸恵（達也）様 窪田照子（孝雄）様 黒澤巻雄様 吉野美穂様 飯島隆光様
武井宏純様 遅塚昭彦様 中島敬一様 須田和代様 福原悦郎様 木村隆彦様
本山真吾様 石原謙一様 佐藤佐智子様 滝沢久仁子様 山本朱実様 亀井高志様
小屋たみ子様 品川弘江様 戸所清様 大谷律子様 天田章様 坂柳健司様
峰岸千鶴子様 清水敏子様 狩野範子様 深井浩様 女屋精津子 石田嘉子様
糸井徹様 奥泉浩子様 横堀好南様 清水真弓様 金子友紀様 (有)丸有様
石倉利治様 中島照雄様 中澤梢様 関健鑑様 萩原尚樹様 田中克己様
大沢博雄様 横倉満様 村山健児様 金井克之様 清水澄治様 桐生瓦斯㈱様
中島計衛様 清水文子様 小野木敏晴様 小山陽二様 城田幸子様 片平勉様
松本達彦様 斉藤幸子様 島田良子様 一倉憲一様 岡田登美江様 関文江様
北澤静乃様 城田佳子様 須藤友喜様 神保知子様 森川陽一郎様 山根徹様
長谷川恒子様 森本信江様 土屋次郎様 伊藤さやか様 清水康史様 久保博様
櫻井俊輔様 羽深敏人様 佐藤剛様 神田和久様 木村光子様 湯浅久子様
㈱シバインシュアランス様 湯浅知子様 中川葉子様 藤井節男様 唐澤隆人様
高柳勝己様 女屋常治様 鈴木芳雄様 鈴木潔様 中島新吉様 都丸史郎様
都丸庸子様 都丸とみえ様 小澤恵子様 稲森保弘様 今井寿美枝様 浦野成章様
女屋勝枝様 駒形臣子様 稲村寿一様 中山康江様 高木伸之様 上林久美子様
大熊昭二様

第７回 SELP SHOP in けやきウォーク
１０月３０日（土）３１日（日）の２日間にわたり
第７回となるけやき販売会が行われました。
すてっぷの売上は129,180円でした。
ご協力頂きました皆さま、ありがとうございました。

群馬SELP主催
全体の売上６１０，３５０円
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キの
クリスマスケー
ご注文承ります

遠く離れた家族や親戚へのプレゼント
にいかがですか？

１２／４
〆切

冷凍されたケーキが直接指定した
住所へ届けられます。

年賀状印刷
【カラー】基本料金２，１００円＋印刷代３０円/枚
【白 黒】基本料金２，１００円＋印刷代２０円/枚
ご注文の際は年賀ハガキをお持ち下さい。

注文書はすてっぷパン工房店頭にあり
ますので是非お立ち寄り下さい。

１２／１３
〆切

まずはお問い合せを！！

（スワンベーカリーのケーキです。）

※売上の一部は利用者さんへ還元されます。

日本ハムお歳暮ギフト販売
群馬県セルプ協議会で取り扱っている日本ハム
お歳暮ギフトの販売を行います。売上の一部が
施設に還元され、利用者の工賃アップにつながります。
希望小売価格の２割引の特別価格で大変お得になって
おります。お歳暮選びでお困りの皆さま、ぜひともお申
込みください。

※お申込みはわーくはうすすてっぷ

ＴＥＬ027-290-6161
担当：田嶋までご連絡ください。

ＴＥＬ：０２７－２９０－６１６１

わ ーく は うす

１２／２３
（祝）

すてっぷ

クリスマスセール開催

10:00-13:00
１０：３０-１１：００
ミニクリスマス
フルーツケーキ作り体験
（予約制、参加費２００円、
定員４０名）
１１：００-１２：００
クリスマスコンサート（Isesaki Citizun Brass Orchestra）
曲目：クリスマスソング 他

〆切は１２月１０日です。

年末年始休業のお知らせ
・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
・前橋市生活支援センター
・ワークセンターまえばし
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すてっぷ製品２０％ＯＦＦ

12/29-1/4
12/29-1/4
12/29-1-4
12/29-1/3
12/29-1/3

プレゼントにご利用下さい。
【ケーキ作り体験申し込み】
わーくはうすすてっぷ 藤橋まで

ＴＥＬ

027-290-6161

１２／１５〆切（定員になり次第〆切）
皆様にはご不便をおかけしますがご了承下さい。

・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

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
前橋市亀泉町3-32
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
027-289-5605
027-269-7444
027-269-7444
027-236-0001
027-321-7345
027-372-3456
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