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すてっぷすてっぷ   だよだよりり SSKW 

５ 開催します！ 

 
アート活動の発表の場である遊墨民展も５回目となります。毎月長野から２名

のアートサポーターを迎えて「書」、「絵画」を行い、その取組の中から生まれ

た作品を展示販売します。 
 今回の遊墨民展の特徴は、半年間かけて一人ひとりが１文字ずつ書いた二六六

文字の「般若心経」の展示や、アートサポーターである関さんと佐々木さんによ

る、障害を持つ方にアートのサポートをするための考えや方法を学ぶ「アートサ

ポートワークショップ」を開催します。 
この機会を通して、わーくはうすすてっぷで行っているアート活動をたくさん

の方に見て・触れて頂きたいと願います。 

★３月１２日（土）９：００～１７：００ 
・作品（般若心経２６６文字、他墨書、絵画、造形物）展示・販売  

・友情出品：嬬恋村『アトリエもく』から絵画、墨書  

・『墨書』、『絵画・音遊び』のアートサポートワークショップ  

★３月１３日（日）９：００～１６：００     
・作品展示・販売 映画『遠足』ビデオ上映    

 

般
若
心
経

般
若
心
経  

 「アートサポートワークショップ」開催！！ 
   10：00～12：00 『墨書』 

            講師：アートサポーター 関 孝之 氏 

   13：30～15：30 『絵画・音遊び』 

            講師：アートサポーター 佐々木 良太 氏 

    

   ※どちらも定員２０名（要予約／各2,000円） 

    お問い合せ先：わーくはうすすてっぷ 担当 田嶋まで 

           ＴＥＬ ０２７－２９０－６１６１ 

 ～お知らせ～ 
５月７日（土）にすてっぷ設立２０周年記念すてっぷ祭りを開催予定。 

屋台村やバザーなど楽しいイベントがいっぱいです。皆さん予定を空けておいて

下さい。詳細は次回すてっぷだよりで。乞うご期待！！ 
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ぴいすの国内旅行で茨城のグリンヴィラキャンプ場へ行きました。利用者15名、 

スタッフ5名の合計20名。 

マイクロバスに乗りいざ出発。みな和やかな雰囲気の中、目的地へ向かいました。 

グリンヴィラは全国でも人気のあるキャンプ場で、バリアフリーのキャビン（宿泊の 

丸太小屋）も整っており、安心して宿泊することができました。 

平成２２年９月９日（木）～１０日（金）   － ぴいす国内旅行 － 

行ってきました！ 
 

 
in グリンヴィラ茨城 

今回一番のメインは、夜のバーベキューで 

した。グループ毎に野菜を切る人、飯ごう 

でご飯を炊く人、焼肉の火おこしをする人。 

みなさんの努力のかいもあり、おいしい夕食 

をとることができました。お肉を口いっぱい 

に含んで「しあわせー！！」と満面の笑顔で 

食べている利用者さんをみて、私自身幸せな 

気持ちになりました。 

2日目はアクアワールド大洗水族館へ 

行きました。 

海沿いにあるため開放感もあり、日ごろ 

の疲れも癒されたのではないでしょうか。 

2日間晴天に恵まれ、楽しく充実した旅行 

になったと思います。 

1年に1回の旅行で、利用者さんが思い切り羽を伸ばして、明日からのエネ

ルギーとなる旅行になるようスタッフも工夫して行きたいです。 
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- ワークセンターまえばし
ワークセンターまえばしが、一般就労している方を対象に 

定着支援の一環として余暇活動を応援する『ほっとCafe』。 

平日は夕方17：00からオープンし、仕事帰りに気軽に立ち 

寄れる「息抜き・交流の場」としてみなさん利用しています。 

職場は違っても働いていく中で抱えている思いを共有できたり、 

趣味の話で盛り上がったりしています。 

『ほっとCafe』では交流の輪が広がり、いろいろな経験も増えて 

いくよう月に１回楽しいイベントも企画しています。 

 
イベント 

２０００年に『働くお母さんを応援したい』という願いから 

始まったKid’s clubは、群馬県の単独事業、「心身障害児 

集団活動・訓練事業」として運営してきました。 

養護学校が終わった後、Kid’s ハウスで放課後の楽しい時間 

を友達やスタッフと過ごし、「子供時代になくてはならない遊び 

を沢山経験して欲しい」という願いで・・・ 

２００９年４月に障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス 

事業として、それまで未就学児を対象としていた児童デイサー 

ビス事業はⅠ型となり、新たに学齢期を対象としたⅡ型が事業化 

されました。 

 

－Ｋｉｄ’ｓ ｃｌｕｂ は児童デイサービスに移行しました！－ 

ほっとCafe 場所：前橋市総合福祉会館内 

 営業時間 火～金 17:00～19:00 

       土  13:00～16:00 

赤城のふもとでフィッシング 

     （大崎つりぼり） 

プロ野球観戦 横浜×巨人 

   （横浜スタジアム） 

ボーリング 

（ＲＯＵＮＤ１） 

５月 １１月 ７月 

 そこで、２０１０年４月１日から、Kid’s clubも児童デイサービスⅡ型に 

移行しました。大きな違いの一つとして、サービス管理責任者の設置と個別支援 

計画の作成が義務付けられることになりました。 

すてっぷの「一人一人が主人公。遊びを通して成長して欲しい」という子供たちへ 

の思いの柱は変わりません。子供たちの将来に繋がるように段階を追ったアイデア 

支援で、ご家族の皆さんと一緒に子供たちの成長のお手伝いが出来たらと考えて 

おります。 

                           Kid’s  club  服部 

２０１０．４．１～ 
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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 前橋市亀泉町3－32 

・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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ケアンズ旅行報告会＆合同利用者会総会 
１月１５日（土） 

ケアンズ旅行報告会の後には「第5回合同利用者会総会」を行いました。 

新旧役員とも、少し緊張した面持ちではありましたが、司会進行の茂木さ

んのもと、議案書に沿って滞りなく、無事に終了する事が出来ました。 

今年は会則の変更もあり、旧役員の中島さんから報告がありました。 

今年度も1年、新しい役員の 

もと頑張っていきますので、 

どうぞよろしくお願いしま

す。 

 昨年9月23日～27日に実施されたケアンズ旅行の報告会を行いました。 

報告会が決まってから、各部署の代表者がスタッフと事前準備を行い、 

発表当日を迎えました。 

透き通るような海の青さや、日本とは比べ物にならないくらいのハンバーガー 

の大きさに、皆さん声を出して驚いていた姿が印象的でした。 
 また、日本では経験できないカジノ体験をした人の報告もありました。 

カジノでは、たくさん儲けた人も損をした人もいました。 

どれもみな楽しい思い出ばかりで、旅行に行った人は懐かしく思い出し、 

行かなかった人は、今度は行ってみたいなと思える報告でした。 

【新役員紹介】 

  会長  川面 雅英（わーく） 

  副会長 井上 和彦（わーく） 

  会計  神沢 光恵（ぴいす） 

      野中  聡（ぴいす） 

  書記  戸所 真希（とらっぱ） 

      海老沼徹志（とらっぱ） 

 平成２２年度事業報告 
 

平成２２年 １月１２日 合同利用者会役員会 

      １月１６日 合同利用者会総会 

      ３月    慰労会 
              （わーく：食堂でお鮨、ぴいす：スタミナ太郎、 

                とらっぱ：ボーリング） 

      ５月１９日 合同利用者会役員会 

      ７月 ８日 合同利用者会役員会 

      ８月    暑気払い 
              （わーく：伊香保そばバイキング、 

               ぴいす：ボーリング、とらっぱ：焼き肉） 

     １１月１２日 合同利用者会役員会 

     １２月１８日 合同忘年会 

            （群馬ロイヤルホテル） 

平成２３年 １月１２日 合同利用者会役員会 

 

宜子さんと過ごした時間－アート活動、新潟旅行等－ 

笑顔をいつまでも忘れません。 

宜子さんに会えたことに感謝します。 

ー お悔やみ ー 

１月２４日に 

亡くなられた 

中島宜子さん。 
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