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SSKW すてっぷ だよ り
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社会福祉法人すてっぷ すてっぷ後援会
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TEL 027-290-6161 FAX 027-290-6162 http://www.s-step.com

№４５
w-step@s-step.com

５月７日（土）

すてっぷ祭り 開催！！
今回は東北地方の応援を
コンセプトに入場料は無料。
こいのぼりバンドのコンサート、
募金をしていただた方限定で、
ビンゴ大会を開催などなど
企画盛りだくさんとなっております。
ご近所、お知り合いの方をお誘いの上、
ご来場ください。

会場：わーくはうす すてっぷ
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すてっぷ祭り開始
パンづくり体験（参加費２００円）
陶芸体験（参加費１，０００円）
屋台村
わんこそば大会
ステージショー（すてっぷ利用者）
『こいのぼり一座』
コンサート＆大道芸
ビンゴ大会
すてっぷ祭り終了
東日本大震災
被災者支援プロジェクト開催！！
募金などご協力お願いします。

～お知らせ～
５月７日（土）は喫茶も営業しています。焼きたてのパンが買えますので、是非
ご利用ください。陶器や布おもちゃなどのすてっぷ製品も販売します。
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＜社会福祉法人すてっぷ 緊急被災地支援報告＞
3月20日発送 福島の遠藤さん（にっこりハウス） 絵本
3月24日発送 東北福祉大学及び仙台の障害者施設へ
衣料品
23箱
おもちゃ
1箱
絵本
8箱
送料等スタッフカンパ 34,900円

3月30日

群馬県社会就労センター（セルプ）協議会 被災地支援物資搬入
毛布、タオル
マスク、使い捨てカイロ、
トイレットペーパー
インスタント食品
など２３箱

4月4日～7日

わーくはうすスタッフ 1名 ワゴン車に同乗
群馬県セルプ担当者（2人1組）として岩手へ支援物資搬入

4月15日〆切

被災

セルプ施設・事業所へ
の義援金募集

色々な団体で募金や支援物資の募集をしておりますが、
すてっぷでは目に見える形で直接仲間に届くところでの
応援に取り組んでおります。
４月～５月にかけて、被災施設への職員派遣に７名が登録中です。

陸前高田市、大船渡市とも、とても風光明媚な場所でした。
それが津波被害を受けた場所に近づくと、かなり沿岸から離れた
場所まで瓦礫が流されてきており、木造家屋は全て押し流され辺り
一面更地、潮と傷んだ物が混ざったようなにおいが漂い、残っている
のはぐにゃぐにゃに曲がった鉄骨のみ、という状況でした。
この瓦礫の一つ一つが、そこに住んでいた皆さんの家や生活道具、
思い出の品だと思うと、これが自分の街、自分のことだと思うと、
とても辛かったです。
新築したケアホームが開所式目前で流されてしまったという現場も
見てきました。
当法人でも「すきっぷ」ができたばかりで、他人事に思えない辛い現場でした。
わーくはうすスタッフ
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３月５日（土） とらっぱ 慰労会 in 軽井沢
今年、とらっぱでは、ちょっと足をのばしてスキー場やゴルフ場、ホテルなどの施設が隣接する
プレジデントリゾート軽井沢へ利用者１９名、スタッフ６名で行ってきました。
昼ごろに到着し、まずはゲレンデの食事で腹ごしらえ。
味はまずます？！

スキーやチュービングなどを
楽しみました！
楽しんだ後は、ホテルの日帰り温泉へ。
当日は天候にも恵まれ、短い時間でしたが
スノーリゾートを満喫し
心と体をリフレッシュしました。

！
た
し
ま
載り

『応援します！ぐんまの子育て』
平成２２年度 優良企業等取組事例集 ◎特集〔優良事例２０社〕

子どもが３歳になるのを機に
パート勤務から正社員へ復帰。
２人目の子どもも考えています。
高草木和美さん（勤続６年）
産休・育休１回取得

育休からの復帰後、一旦はパート
勤務へ。１年半が経過した頃に、１
日６時間の短時間勤務で正社員とし
て再スタート。育休前は引き継ぎの
心配等もあったが、退職は全く考え

遠く離れて暮らす
娘に会いに行きました。

清宮聖子さん（勤続１０年）
土日と合わせて７日間取得

同施設で昨年制度化された５日間のリフレッシュ休暇。取
得第１号になったのは、指導員の清宮さん。土・日を含めた
１週間を使って友人と旅行へ出かけたり、都内在住の娘との
んびり過ごしたりと、大満足だったようだ。「頑張って働く自分
へのご褒美になりました。子育て中のスタッフなら家族とゆっく
り過ごせる時間になると思うわ。」と話してくれた。

なかったという。理由は「“生活、勤労、余暇”の３本柱があって
こそ、毎日楽しめる」という施設長の言葉に力づけられたから。

通常の午前８時～午後５時勤務から、午前９時～午後４時の短時間勤務へ変更可能。
残業申告制を徹底することで、残業時間の縮減に努め、生活や余暇にも時間を割り振れるよう配慮している。
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ケアホームすきっぷ開所しました！
昨年のケアホームRUNの施設整備に続いて、国と前橋市のご支援を
頂き、新たに3つ目のケアホームが開所いたしました。社会福祉法人
すてっぷでは、女性用のホーム第一号です。
震災の影響で、建築に若干の遅れは出ましたが、無事に開所の運び
となり、6名の利用者さんが4月24日から順次、入居予定となってい
ます。
ご本人さんやご家族にとっても待ちわびたホームの開所となり、出
来あがったホームを見て「すてき。」「きれい。」「すごい。」と言った声
を聞くことができました。
ホームでの生活を心待ち
にし、期待に胸を膨らませ
ている様子が見られ、こちらも安心と嬉しい気持ちで満たされま
した。
また、他の2つのホーム同様、亀泉町の地域の方々には快く受け
入れて頂き、感謝しています。
障がいがあっても地域で安心して暮らせるホームとなるよう、全
力で支援していきたいと考えています。今後とも皆様のあたたか
いご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

平成23年度すてっぷ後援会費の納入のお願い
日頃より後援会活動にご協力いただきありがとうございます。平成23年度後援会費
の申込み案内を送らせていただきます。今年度もぜひ会員継続をお願い申し上げます。

＜後援会費＞ 個人会員
２，０００円～ （１口1,000円、2口以上）
団体会員 １０，０００円～ （１口10,000円、１口以上）
上記の会費を直接後援会事務局（法人本部）へお持ちいただくか、同封の用紙で郵便
振込にてお申込みください。
なお、お申込みが本状と行き違いになってしまいご入会いただいた節は、失礼をお許し
ください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
・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
・ケアホームメゾンすてっぷ
・メゾンすてっぷ
・ケアホームすきっぷ
・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
・kid’s club
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