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№５４ 

５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日

お楽しみプレゼント抽選券付 

（小学生まで無料） 

入場チケット５００円 

すてっぷすてっぷ   だよだよりり SSKW 

    H25H25H25H25年度年度年度年度    後援会新役員紹介後援会新役員紹介後援会新役員紹介後援会新役員紹介    

会 長 猿木 素子       

副会長 竹内 有紀 

    白石 春枝 

書 記 糸井 徹 

会 計 中津山 達也 

    岡田 登美江 

監 事 蜂巣 晴美 

今年度の新役員が決まりましたので皆様にご報告させて 

いただきます。 

平成25年度も社会福祉法人すてっぷの事業を支援し、 

充実した活動を続けたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

☆H25年度後援会費の納入をお願いします☆ 

 

後援会費  個人会員 3,000円～（1口 3,000円以上） 

          団体会員10,000円～（1口10,000円以上） 

上記の会費を直接後援会事務局へお持ちいただくか、郵便振込にてお申込みください。 

 口座番号 ００１２０－４－１９２２４２ 

    加入者名  「すてっぷ後援会」 

 今年の“すてっぷ祭”のコンセプトは 

『『『『笑顔笑顔笑顔笑顔がいっぱいのすてっぷがいっぱいのすてっぷがいっぱいのすてっぷがいっぱいのすてっぷ！』！』！』！』 ☆当日スケジュール☆ 

10:00 開始 

    ★くじ引き 

    ★わーく体験コーナー 

     パン作り（要予約）陶芸・名刺作り 

    ★Kid’s Club 体験・あそび体験・おもちゃ作り 

    ★★★★引引引引きききき馬馬馬馬（（（（レオナルド・ダ・ヴインチレオナルド・ダ・ヴインチレオナルド・ダ・ヴインチレオナルド・ダ・ヴインチ牧場牧場牧場牧場）））） 

11:00 

    ★★★★さるさるさるさる回回回回し・ふれあいタイムし・ふれあいタイムし・ふれあいタイムし・ふれあいタイム    

            （（（（モンキーエンターテイメントモンキーエンターテイメントモンキーエンターテイメントモンキーエンターテイメント））））    

12:30 

    ★ステージショー（すてっぷ利用者） 

13:00 

    ★★★★さるさるさるさる回回回回し・ふれあいタイムし・ふれあいタイムし・ふれあいタイムし・ふれあいタイム    

            （（（（モンキーエンターテイメントモンキーエンターテイメントモンキーエンターテイメントモンキーエンターテイメント））））    

14:00 終了 

笑顔笑顔笑顔笑顔スタンプラリースタンプラリースタンプラリースタンプラリー    

開催開催開催開催！！！！    

 

場所 わーくはうす すてっぷ 

開催時間 10：00～14：00 
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～３月５日ー８日 ４日間の旅～ 

    

☆☆☆☆    旅旅旅旅    行行行行    日日日日    程程程程    ☆☆☆☆    

３月５日（火） 移動日 

３月６日（水） 午前中：ビーチアクティビティ 

 午 後：グループ行動 ①サンセットクルージング 

                                     ②散策＆サンセットＢＢＱ 

           ③リムジン＆サンセットＢＢＱ 

３月７日（木） 終 日：グループ行動 ①イルカ＆海中展望台 

           ②潜水艦＆ショッピング 

           ③スパ＆ショッピング 

 夜 ：ディナーショー 

３月８日（金） 移動日 

ビーチアクティビティビーチアクティビティビーチアクティビティビーチアクティビティ    

リムジンツアーリムジンツアーリムジンツアーリムジンツアー    

車内は、皮張りのシートにきれい

な装飾！ 
みんな気分は最高、リッチでゴー

ジャスな気分を味わえました。 

サンセットサンセットサンセットサンセットＢＢＱＢＢＱＢＢＱＢＢＱ    

美しい夕日を見ながらのバー

ベキュー＆ダンスショー 

現地の方と一緒にステージ上

で踊り、大満足の夜でした。 

美しい夕日を見ながら船に揺

られながら楽しい時間を過ご

しました。 

透き通るほど綺麗な海には魚が元気に泳

いでいました。たくさん遊んで海を満喫

しました。 

サンセットサンセットサンセットサンセット    

                    クルージングクルージングクルージングクルージング    

2 Step News letter No54 April 2013 

わーくはうす、ぴいす、とらっぱの利用者さん１２名（車椅子の方は４名）とスタッフ７名の 

総勢１９名でグアムに行ってきました。初海外という利用者さんとスタッフもいましたが、 

大きな怪我や事故もなく４日間の旅行を満喫してきました。 

南南南南のののの楽園楽園楽園楽園    グアムグアムグアムグアム    をををを満喫満喫満喫満喫してきましたしてきましたしてきましたしてきました！！！！ 

現地１日目（３月６日） 
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3 Step News letter No54 Apr.2013 

青い海、風に吹かれ今か今かと

待っていると、３頭のイルカを

発見！！ 

「すぐそこにいる！すごい！！」と 

みんなで手をとりあい大喜びでした。 

海の中で、きれいな魚を眺めている

と、「あ！！人がいる！」 

素もぐりでパフォーマンスをしてい

る人を発見して大はしゃぎでした。 

ホテルのバーホテルのバーホテルのバーホテルのバー    

二人がしているのはシャカと呼ばれる現地

の挨拶です。 

現地２日目は、３グループに別れて、それぞれグアムをならではのア

クティビティを満喫しました。 

スススス    パパパパ    

スパ後の女性陣は、大人の女性の魅力に

溢れていました。 

潜水艦が浮上してくる光景は圧巻 でした。海底から浮上する時、空気の

泡が神秘的だったのが、とても印象的でした。 

    潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦    

    イルカウォッチングイルカウォッチングイルカウォッチングイルカウォッチング＆＆＆＆海中展望塔海中展望塔海中展望塔海中展望塔    

現地２日目（３月７日） 

海底の大きなサンゴ礁や魚達の様子を

興味深く窓からのぞき込みました。 

マンダラスパでマッサージを受け、 

リゾートでの高級リラックス体験！ 

夕食後はホテルのバーへ。現地のバーテン

ダーさんと記念撮影！ 
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4 Step News letter No49 Apr.2012 

平成25年2月22日（金）にすてっぷスタッフスキルアップ研修Ⅲを実施しました。 
 今回は、講師に繁成剛先生を迎え、『トライウォール（3層強化ダンボール）を使ってイスや遊具を作っ 
 てみよう！』研修を行ないました。 
 研修では、各部署の利用者さんごとに合ったサイズのイスやテーブル、子ども達が遊べるおもちゃ 
 を作りました。 

すてっぷスタッフ研修報告すてっぷスタッフ研修報告すてっぷスタッフ研修報告すてっぷスタッフ研修報告 

当日はワークショップ形式で研修を行い、 

製図したり、カッターナイフや電動ナイフ 

カッターを使用したりと、普段の業務とは 

違った慣れない作業に悪戦苦闘！ 

「トライウォールを使って、イスや遊具を作ろう！」 

完成！ 

制作したイスやシーソーは生活介護棟や

キッズクラブで活躍しています！ 

使ってもらう利用者さんの事を想い、 

一生懸命取り組みました。 

東洋大学ライフデザ

イン学部人間環境学

科教授。障害のある

子どもや高齢者が

生活する上で必要

となる道具や機器

をデザインし、企業

と共同で研究開発

する仕事に携ってき

ました。 

最近では強化ダンボールや間伐材を使った

発達障害児用の遊具や被災地支援のための

家具をデザインし、実際に現場に提供して 

います。障害のある人たちが必要としている

ものを考えデザインすることをライフワーク

としています。 

《《《《    繁成先生繁成先生繁成先生繁成先生    》》》》 
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Ｈ２５年度 

 新人職員紹介！ 

平成24年度群馬県障害者自立支援基盤整備事業補助金 （15,953,000円）を申請し、わーくはうす 

すてっぷ作業棟が3月末に完成しました。（総事業費21,315,000円） 

４月から、今まで食堂で行っていた下請け作業が作業棟に移動し、給食時の片付けが無くなり、作業時間 

を長く取ることができるようになりました。ありがとうございました。 

「明るくなった！」「きれいになってうれしい。」

と利用者さんの声。『新築』の作業棟、長～く使える

ように、みんなで大切に使います！！ 

No54  April.2013  Step News letter  5 

わーくはうす 作業棟完成！ 

お客様が健康で充実した学生生

活を送れるように、栄養バラン

スが良くお洒落なランチのメ

ニュー作りをしていきます。 

わーくはうす すてっぷ 

生活介護班  

萩原南萩原南萩原南萩原南    

わーくはうす すてっぷ・ＲＵＮ 

管理栄養士 

新井里実新井里実新井里実新井里実    

社会就労センターぴいす 

県女管理栄養士 

大石大石大石大石    恵恵恵恵    

社会就労センターぴいす 

県女学食 

堤堤堤堤    真理子真理子真理子真理子    

Kid’s Club 

冨沢奈央冨沢奈央冨沢奈央冨沢奈央    

わーくはうす すてっぷ 

作業療法士  

加藤英子加藤英子加藤英子加藤英子    

わーくはうす すてっぷ 

創作活動班  

黒沢黒沢黒沢黒沢 将将将将    

平成24年12月から作業療法士とし

てわーくはうすすてっぷの一員とな

りました。皆さんがより働きやすい

様に体づくり、環境づくりをお手伝

いしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

はじめまして、黒沢将と申します。こ

の春からすてっぷの一員とさせてい

たただくことになりました。これか

ら皆さんと様々なものを共有しなが

ら共に歩んでいきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします。  

はじめまして。３月に東北福祉大学

を卒業し社会人としての最初の一歩

をすてっぷで迎えられたことに、と

ても嬉しく感謝しております。先輩

方の姿を見て、明るく元気いっぱい

の笑顔で頑張っていきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

4月から常勤になり勤務地もわーく

からぴいすへと異動になりました。

気持ちも新たに利用者さんと一緒に

頑張っていきたいです。 

今年の４月から、わーくはうす 

すてっぷの生活介護班で働く 

ことになりました、萩原南です。 

すてっぷのクレドにある「笑顔」を

心がけながら、一所懸命に働きた

いと思っています。 

これからよろしくお願いします。  

平成２５年１月よりすてっぷの

管理栄養士としてお世話になっ

ています。からだにやさしい給

食の提供を心がけていきたいと

思います。 
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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 

・ケアホームメゾンすてっぷ        〒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 

・ケアホームすきっぷ           〒371-0004 前橋市亀泉町3－41 

・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 

・kid’s club               〒379-2164 前橋市東上野町136番地1 

TEL 027-290-6161 

TEL  027-236-0303 

TEL 027-219-2525 

TEL 027-290-2233 

TEL  027-289-5605 

TEL 027-269-7444 

TEL 027-269-7444 

TEL  027-288-0704 

TEL 027-236-0001 

TEL 027-231-7345 

TEL 027-372-3456 

TEL  027-289-6162 

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 

Tel 027-290-6161 Fax 027-290-6162 http://www.s-step.com  E-mail w-step@s-step.com   定価100円     

 

後援会費納入ありがとうございます 

野口修様 吉澤保様 岸洋子様 金居孝子様 高橋秀夫様 高橋寿夫様 飯塚好光様 松居依子様 

国産小麦国産小麦国産小麦国産小麦のおいしいのおいしいのおいしいのおいしい食食食食パンパンパンパン    

    

◆◆◆◆北海道産小麦｢春よ恋｣100％使用。 

◆◆◆◆ゆっくりと長時間をかけて発酵、熟成させています。 

◆◆◆◆小麦の香りや旨みが感じられモチモチした食感です。 

◆◆◆◆価格：240円 

リニューアルオープン！！ 

国産小麦を使用した 

こだわりのパンになります！ 

①ポイントカード１０ポイント 

②にこにこレーズンパン（ミニ） 

さきさきさきさき織織織織のののの材料材料材料材料““““着着着着ものものものもの””””ゆずってゆずってゆずってゆずって下下下下さいさいさいさい！！！！        

今年度、わーくはうす すてっぷ＜創作活動班＞では、古い着物を 

手で細く裂いて横糸として織りこみ、素材感と手織りの味わいを 

合わせた魅力ある作品を利用者さんと共に作り上げ、販売に繋げたい 

と考えています。ご協力よろしくお願い致します！ 

 ＊お問い合わせ先＊   

  わーくはうす すてっぷ・創作活動班（吉田027-290-6161） 

・古い着物（多少のシミ汚れはＯＫ） 

・絹また綿素材の着もの 

・派手で使えないシルクのスカーフ 

 ・骨董的なもの、大歓迎です。 

ベーカリーカフェすてっぷはこだわりの材料

と、丁寧な作業で、カラダと心においしいパン

やお菓子を作っています。人が

集 い、つ な が り、笑 顔 に な れ

る、そんなお店をめざしていま

す。ハンディのある方たちの手

作り品や、途上国から正当な価

格で仕入れたフェアトレード商

品も販売しています。 

プレゼント 
オープン記念 

    キャンペーン！！ 


