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第３回チャリティー
ハンドメイド展開催！！
今年のテーマ

【優しさ光って】

11 30 （

）10:00～17:00

今年も、県内を中心にご活躍されている作家の方々
のご協力により、「チャリティーハンドメイド展」を
開催できることになりました。
今年のテーマは、「優しさ光って」です。
出展いただく作家の方やご協力いただく関係者の方々
の優しさがキラッと光るような、また、ご来場いただい
たお客様の優しさもキラッと光るようなチャリティー
ハンドメイド展になるようにとの願いを込めました。
ご来場いただき、作品を見て、触れて、その優しさを感
じていただければ思います。

お友達、ご家族、お誘い合わ
せの上ご来場ください。
国産小麦100％の美味しいパ
ンの販売も行います！

後援会からのお
後援会からのお願
からのお願い
書き損じはがき・切手寄付のお願い
より多くのお客様にイベントのお知らせをするために、後援会会員以外の方へは、ＤＭを発送しています。
これまでのイベントに参加していただいた方は、１，０００名を超え、発送にかかる費用もかなりの金額となり
ます。そこで少しでも経費を削減し、福祉事業への寄付を増やすため、皆様のご家庭にある書き損じはがきや
使っていない切手などをご寄付ください。
ご協力よろしくお願いします。
すてっぷ後援会会長 猿木素子
〈 寄付の方法〉
①利用者さんを通じて各部署担当者へ渡す。
②わーくはうす・すてっぷまで直接持ち込む。
③前橋市東上野町１３６－１すてっぷ後援会宛に郵送する。
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２泊３日の旅
９/２１（土）～９/２３（月）
社会就労センターぴいすの利用者１３名、スタッフ８名の計２１名はちょっと足をのばして大阪へ。
多少のハプニングはありましたが旅行中は晴天に恵まれ病気や怪我をすることもなく（ビリケンさんの
おかげ？）とても楽しい時間を過ごす事が出来ました。
■旅行日程
【１日目】
日目】 前橋⇒
前橋⇒東京（
東京（新幹線）
新幹線）⇒新大阪⇒
新大阪⇒恵比寿東（
恵比寿東（新世界）
新世界）⇒難波（
難波（道頓堀）
道頓堀）
【２日目】
日目】 ユニバーサルスタジオジャパン
【３日目】
日目】 難波（
難波（なんばグランド花月
なんばグランド花月で
花月で漫才、
漫才、吉本新喜劇観賞）
吉本新喜劇観賞）⇒新大阪⇒
新大阪⇒東京⇒
東京⇒前橋

【１日目】
新しいぴいす棟に集合しバスで東京駅、東京駅からは新幹線で一路新大阪へ。阪急交通の松岡さん
（ボランティアでのご協力）と合流。
大阪こてこての旅まずは通天閣のある新世界。夜は人の群れにのまれそうになりながら道頓堀を散策。
食事は大阪名物“串カツ（２度漬け禁止やで～！）”とお好み焼きなど本場の味を堪能。
グリコの看板 想像以上の大きさ！

メガジョッキでかんぱ～い！

【２日目】
ＵＳＪでは、激しい爆発や弾け飛ぶ水しぶきの迫力あるショーや、襲い掛かるサメの恐怖、迫り来る映像
で映画の世界に引き込まれ、みんなその世界の主人公となりハラハラ、 ドキドキ、 ワクワクを体感。
デロリアンでタイムトリップ!!

お約束？

【3日目】
JAWS～!!

旅行最終日にはなんばグランド花月で
若手やベテランの漫才、吉本新喜劇の繰り
出す話術に時の経つのも忘れるほど笑わ
され大阪旅行の最後を飾るに相応しい笑
いの文化を堪能。
着ぐるみと…
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沖縄の旅

１０月３日（木）～１０月６日（日）

とらっぱのグループ旅行は、楽しみにしていた旅行がついに近づいてきたと思ったら・・・
なんと台風２３号も近づいてきたとの情報が!!飛行機は飛ぶのか?!海には入れるのか?!
一抹の不安を抱えた出発でしたが、利用者さんのパワーとスタッフの団結力、そしてそして、
カリスマ添乗員・松岡さんの的確な判断で、大満足の沖縄旅行になりました!

■旅行日程
【１日目】
日目】とらっぱ→
とらっぱ→羽田空港→
羽田空港→那覇空港→
那覇空港→ホテルムーンビーチ（海遊び
海遊び）→琉球舞踊
【２日目】
日目】琉球村（シーサー色付
シーサー色付け・サトウキビ
色付け・サトウキビ狩
け・サトウキビ狩・琉装着付け
琉装着付け）→美ら海水族館→
海水族館→恩納祭り
恩納祭り
【３日目】
珊瑚フォトフレーム・トンボ玉
フォトフレーム・トンボ玉・ビリヤード・卓球
・ビリヤード・卓球）
卓球）→山城亭（あぐー豚
あぐー豚しゃぶしゃぶ）
しゃぶしゃぶ）
日目】ホテル（珊瑚フォトフレーム・トンボ
【４日目】
日目】ホテル→
ホテル→那覇空港→
那覇空港→羽田空港→
羽田空港→とらっぱ

the うみんちゅ！
シュノーケル体験

バナナボートぃやほ～ぃ
in ムーンビーチ

琉球舞踊 三線生ライヴ♪

オリオンビール
ぷはっ
恩納祭りで
乾杯！

サトウキビジュース
琉装でタイムスリップ？

今回も ありがとう！
松岡さんと パチリ
優しい現地の運転手さん
西表 山猫さん！
何時間でも観ていたい美ら海水族館
日頃のご褒美？台風で一日延びて沖縄を満喫！また来年の旅行に向けて毎日頑張ります！！
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ケアホームRUN、メゾン、すきっぷ、わくわくハウス

ＲＵＮの日 「わくわく歓迎会＆ＢＢＱ」
１０月５日(土)、７月にスタートしたグループホーム「わくわくハウス」のみなさんの歓迎会を兼ねて、
ケアホームRUN、メゾン、すきっぷと、4ホーム合同で「林牧場福豚の里とんとん広場」に行ってきました。
ソーセージ作りは、初めての体験
でしたが、お互いに協力し合って立
派なソーセージが出来ました。作っ
たソーセージは、すぐに昼食で食べ
る事ができ、自分作ったソーセージ
の味に「美味しい」と感激していま
した。また、お土産用として持ち帰
ることもでき、家族の方にも喜んで
もらいました。

お昼ご飯はバーベキュー。軟らか
い、美味しい福豚をいただきなが
ら、わくわくハウスの人から自己
紹介を始め、改めて皆さんと顔合
わせをしました。
4ホーム揃っての、初めての行
事でしたが、楽しく過ごせました。

ぴいすの作業棟・事務所が出来ました
ぴいすの作業棟・事務所を自費で整備し、８月から使い始めました。
明るくて広い作業室はとても気持ちがよく、利用者さんの作業もはかどります。
ここではカインズホームで売っている部品の袋詰めやホチキス留めの作業を行なっています。

お昼には午前中リサイクルやメール便作業で外に出ていた利用者さんも戻ってきて、
みんなでにぎやかに昼食を食べています。
夏場の朝のうちは窓を開けると良い風が室内を抜けて、とても気持ちが良いです。
これから寒くなりますが、床暖房が付いているので、暖かく作業が出来ます。
新しい作業棟をみんなで大切に使っていこうと思います。
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前橋市障害者生活支援センター
前橋市障害者生活支援センター

福祉サービス を使う時
サービス等利用計画 の作成が必須に！
平成24年4月1日から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援
障害者総合支援
法）」が施行されました。この法律により、『すてっぷ』のサービスを利用している皆様にとっても新しく始
まったしくみがあります。それが「
「サービス等利用計画
サービス等利用計画」
等利用計画」の作成です。
前橋市では、昨年から新しく障害福祉サービスを利用する方やその利用を更新する方々に対して順次
「サービス等利用計画作成申請書
相談支援事業所を決めるようにと説明しています。
サービス等利用計画作成申請書」
等利用計画作成申請書」を送り、計画を作る相談支援事業所
相談支援事業所
相談支援事業所を決めたら、そこで相談支援専門員
相談支援専門員（サービス等利用計画を作成する資格を持った相談員
相談支援専門員
です。）が計画を作って前橋市に提出します。するとその計画に基づいてサービスの支給決定が行われるの
です。市町村によって計画作成の実態は少し違いますが、平成27年度までに全員の計画を作る様に国から
市町村に指示が出ているので県内各地でも以下の図のようなしくみに変わって行きます。利用者の皆さんも
このしくみについて考えて、ご意見があればぜひお住まいの市町村へ発言してください。

モニタリング
（利用状況確認）

サービス利用開始

支給決定（受給者証発行）

サービス等利用計画案提出

相談支援事業者と契約

障害程度区分決定

福祉サービスの申請（市町村へ）

現在前橋市内には10カ所の相談支
援事業所があります。前橋市のホー
ムページに一覧が掲載されています
ので、ご覧ください。
前橋市ホームページ
前橋市ホームページ
＞暮らしの情報
らしの情報＞
情報＞健康・
健康・福祉
＞障害福祉＞
障害福祉＞相談窓口
＞障害者の
障害者の地域生活に
地域生活に関する相談
する相談

サービス事業者と契約

【福祉サービス
福祉サービス利用
サービス利用の
利用の流れ】

サービス等利用計画作成にあたっての
活用ポイント
●相談支援専門員は中立公平
→福祉制度や色々な施設の情報をもらって一緒に
考えてもらおう！
●福祉サービスの組み換えは自由
→モニタリングを利用して自分に合わない
サービスは組み換えよう！

ちょっとヘンだと思う事もあります。
①急に福祉サービスを使う必要がある時に計画を立てる間待たされるのはヘン！
→大急ぎで計画を立てるより、市町村の判断でサービスを支給し、その後しっかり相談支援を
受けられるような方法も必要だと思います。
②とにかく全員というのは無茶苦茶！！
→セルフプランも認められていますが、面倒な契約や書類が増えただけと立腹される方もいる現実。
③そもそも「相談」するのに契約をしなければならないこと。計画１件ずつの報酬を２0０人分以上も
積み上げないと一人の人件費に満たないこと（年間２００人の計画作成では丁寧な支援は無理です）。
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１２/
１２/１４（
１４（土）わーくはうすすてっぷ

ベーカリーカフェすてっぷ

５０％
５０％OFF

クリスマスコンサート ＆ 感 謝 祭
昨年もご好評いただきました、
共愛学園高校の聖歌隊コンサートを
今年も開催します！！
前座にはわーくはうすすてっぷの
生活介護班が楽しいクリスマスソングを
披露します。どうぞお楽しみください。
１０：００～（予定）無料

当

ベーカリーカフェすてっぷでは
頃の感 を込めて感
を開 します。
は 内パン＆デザートを50％offにて 売 します。

「パン り 験教 」参加

！

人気のころとんパン（チョコとあんこ）を
作ってみませんか？
参加費：３００円（限定２０名 完全予約制）
時

間：１０：００～（予定）

お申し込み：わーくはうすすてっぷ（
わーくはうすすてっぷ（向田）
向田）
TEL ０２７－
０２７－２９０－
２９０－６１６１
１２/６（金）締め切り

冬のおすすめシュトーレン

年 状
のご注文承
のご注文承ります
注文承ります

今年は、北海道産の小麦粉を使
用しています。より一層しっとり
と美味しくなりました。贈り物に
もおすすめです。

【カラー】基本料金2100円＋印刷代30
円/枚
詳しくはわーくはうすすてっぷPC班までお問い
合わせください。ご注文の際はインクジェットで
はないハガキをお持ちください。

750円
750円（340ｇ）
340ｇ）
ご予約承ります
予約承ります！！
ります！！
ベーカリーカフェすてっぷ

H2５年度

TEL 027-290-6161(佐藤)

12/16（
（ ）

め

【お い わせ】
TEL027-290-6161（チギラ）

後援会費納入ありがとうございました

坂柳健司様 品川弘江様 中山康江様 山本朱実様 神村 漱様 羽深敏人様 天田 章様 中島重良・攝様
佐藤佐智子様 桐生瓦斯株式会社様 萩原尚樹様 塚越久雄様 長谷川恒子様 林 恒様 海老沼良矩様
恩田光子様 清水敏子様 大谷律子様 河合俊一様 片平勉・小夜子様 唐澤隆人様 福原悦朗様 田中克己様
村山健児様 桜井俊輔様 金古道子様 河内那保子様 瀧澤久仁子様 一倉憲一様 木村隆彦様 石倉利治様
橋本園枝様 山岸貞夫様 金古有希子様 北見 敦様 六本木伸一様 駒形臣子様 坂柳百合子様 清水澄治様
森本信江様 小山陽二様 追川祐次様 糸井 徹様
・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
・ケアホームすきっぷ
・わくわくハウス
・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
・kid’s club

〒379-2164
〒371-0032
〒371-0017
〒379-2164
〒371-0017
〒371-0004
〒371-0004
〒371-0004
〒371-0004
〒371-0017
〒371-0017
〒370-3523
〒379-2164

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3－41
前橋市亀泉町338-1
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
前橋市東上野町136番地1

TEL
TEL
TEL
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
027-288-0704
027-289-8177
027-269-7444
027-236-0001
027-231-7345
027-372-3456
027-289-6162
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