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すてっぷ だより SSKW 

平成２７年度 すてっぷ後援会総会 開催！ 
平成２７年４月２４日（金）前橋市総合福祉会館第１会議室におきまして、出席４４名、委任状７３名にて社会福祉

法人すてっぷ後援会総会を執り行うことができました。 

 講演では、プルデンシャル生命保険株式会社ライフプランナーである源河悠輔氏により『障害のある子ども

の未来を考える』と題して①成年後見制度、②成年後見支援信託、③生命保険信託の比較、相続などについて

ご講演いただき、無事に終了いたしました。 

役員の皆様、会員の皆様、お忙しい中ご参加いただき、ありがとうございました。 

～平成２７年度 すてっぷ後援会について～ 

会 長 猿木 素子       

副会長 竹内 有紀 

    白石 春枝 

書記  中山 さち江 

糸井 徹 

会計  斎喜 弘美 

入間川 典子 

監事  北見 恵美 

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２７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ていきたいと思います。 

☆平成２７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」 

 

《平成２６年度 収支決算報告》 

収支合計   2,014,633 円（会員会費、ハンドメイド展等） 

支出合計 – 1,871,084 円（消耗品、通信、すてっぷへ８０万円寄付等） 

     =  206,407 円(平成２７年度へ繰越し) 

＊総会資料につきましては、社会福祉法人すてっぷのホームページをご覧ください 

平成２７年度のすてっぷ後援会の主な活動 

★平成２７年１１月２８日～２９日 

 『第５回チャリティハンドメイド展 in すてっぷ』を開催します。 

★後援会費の徴収、会員拡大を目指します。 

＊すてっぷに興味のある方、障害福祉に興味のある方がいらっしゃいましたら、後援会会員にお誘いください。 

どうぞよろしくお願い致します。 
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平成２７年  

新入職員紹介！ 

ケアホームじゃんぷ開所 
平成２７年４月４日に（土）にじゃんぷの開所式が行われました。 

本来は平成２６年４月に開所予定でしたが、建築費の補助が受けられずに１年延期となっていました。今年も残念ながら 

補助は受けられませんでしたが、待っている人がいたためこれ以上の延期をせず、建築、開所の運びとなりました。 

じゃんぷは、身体障害の方向けのホームで、他の３ホームに比べ共有スペースや廊下が広く、リフト付き浴槽等、バリア  

フリー設備が整っています。入居者は日中はわーくはうすに通所している方たちで、ＲＵＮより２名、メゾンより３名、実家 

から１名（５月入居予定）、計６名が入居されました。 

隣には、わくわくハウスがあり、上泉町で２つめのホームとなりますので、地域の方々との交流も行っていきたいと思って

います。 

じゃんぷ開所にあたりご協力頂きました関係者の皆様、地域の皆様、どうもありがとうございました。 

これからもどうぞよろしくお願いします 

３月に高崎健康福祉大学を卒業し、４月から

すてっぷの一員とさせていただきました。こ

れからみなさんと一緒に明るく元気に笑顔

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。 

 

kid’s club 

ぴいす 

 

昨年の１０月に管理栄養士として入職しました。 

利用者さんが健康で楽しく日々を過ごせる 

ようにおいしい給食を提供していきたいと思

います。 食べることがとても好きで、特に柑橘

系の果物が好物です。           

どうぞよろしくお願いします。 

昨年９月から、県立女子大の清掃班スタッフ

として働かせて頂いております。 

夏は暑く、冬は寒い体力勝負の清掃班です

が、学生さんに気持ち良く学校生活を送っ

てもらえるよう、毎日利用者さんと頑張っ

ています。 利用者さんの笑顔がたくさん

見れるよう、私も笑顔で頑張ります！！ 

よろしくお願いします！ 

 

 

 

４月よりキッズクラブの常勤として、働かせ

て頂くことになりました。１分１秒を子ども

達の笑顔の為に、みんなの楽しいクラブに

なるように、毎日全力で支援していきたい

と思います。              

どうぞよろしくお願い致します。 

わーくはうすすてっぷ 

今泉 智允   

4 月 27 日よりパン班の職業指導員として、

入職しました。はじめてのことばかりで右往

左往しながらですが、利用者さんと一緒に

笑顔を忘れず、元気に楽しく仕事をしてい

きたいと思います。よろしくお願いします。 

山田 ともえ 

猪熊 智視 

わーくはうすすてっぷ 

眞塩 陽子   

わーくはうすすてっぷ 

近藤 舞実   



 
前号のすてっぷだよりでもお伝えした様に、１０月の『国際福祉機器展視察研修』から始まった２～３年目スタッフ研修

もいよいよ事例発表の日を迎えました！ 

研修の目的として、日頃それぞれのスタッフが支援している『〇〇さんの〇〇を改善したい・○○をより良くしたい』

という課題をもって臨み、視察研修で持ち帰ってきた資料や情報、学んできた事をもとに課題に取り組みました。 
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すてっぷ職員研修報告 

研修メンバーの感想・・・ 

 

『２～３年目スタッフ研修事例発表』 3月 14 日（土） わーくはうすすてっぷにて 

 

◇ＨＣＲ視察研修に参加させていただき、実際に福祉機器を見て・触れて・体感できたことが良い経験となりました。 

◇利用者さんと真剣に向き合い、そこから信頼関係も深まり、結果に対して喜びをお互いに共有できました。達成感と

幸せを感じられた研修でした。 

◇人前で発表する機会が無かったので、普段とは違った神経をフル活用し、研修メンバーと切磋琢磨できたことが自

身の糧となりました。 

◇事例検討を進められたのも仲間の支えや、先輩方のおかげで、とても素晴らしい経験ができました。 

 

貴重な経験を積んだスタッフにこれからも期待したいと思います！ 

研修委員 松井智紀 

事例① 《手作り自助具の活用 ～自宅での生活が楽になる～》 

ヘルパーを利用して一人暮らしをされている利用者さんに調理に関

わる自助具を紹介し、『工夫や道具で楽になる、楽しくなる』という意

識をもってもらうことを目的としました。 

ＨＣＲで視察してきたものを参考に、ボウルが固定できるボウルスタン

ドや釘とまな板を使って作成した片麻痺用のまな板などを紹介しま

した。実際に自宅で生活にも導入され、ご本人からも「とても楽にな

った、発想の転換が大切、いろんな考え方があるんだ。すごいね」と

いった前向きな感想をいただくことができました。 

事例② 《カードとＤＳあのねを使ったコミュニケーション支援について》  

Ｋｉｄ’ｓ ｃｌｕｂを利用している『人に伝えたいという”想い”が沢山あるけど言葉

が未発達のため伝えることができない』という児童の支援にあたっている

中で、「人に伝えたい気持ちはあるけど言葉では伝わらない…」「僕の本当

の想いを分かってほしい…」という課題を見出して事例に取り組みました。 

視察研修で学んだスケジュールカード支援やコミュニケーション絵本に興味

を持ち、写真で予定やスケジュールを確認できる支援とタッチした文字が言

葉の音声として出て、音声に合わせて楽しく遊べる機能などがある“ＤＳソフ

トあのね”を使った支援を行い、その児童にも自分から何をしたいのか発信

することや発語しようとすることが増えてきました。人に伝える嬉しさを感

じてくれているように思えるといった様子の変化が見られました。 

発表された事例をいくつか紹介します。 

とらっぱ齋藤 

Ｋｉｄ’ｓ ｃｌｕｂ 冨沢 



 

平成２７年３月１１日、日本相撲協会様とＮＨＫ厚生文化事業団様、日産自動車様より、福祉相撲号（リフト付車輌-  

セレナ）がわーくはうすすてっぷに贈られました。 

「福祉相撲号」は、２月１１日（水・祝）東京・両国国技館で開催された「第 48 回ＮＨＫ福祉大相撲」の収益金から、全国 

各地の福祉施設に車が贈られています。今年は全国で 6 台が贈呈されました。 

当施設では、施設長、総務課長をはじめ、7 名の利用者会の代表が出席し贈呈式が行われました。車両は、送迎や 

パンの販売、生活介護班の外出などに使用させていただきます。 

ＮＨＫ前橋放送局 若木香織様 栗原秀行様 群馬県社会福祉協議会 岩崎秋雄様 日産自動車 秋山清貴様    

ありがとうございました。 

 

2002年 4月 23日 第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行）  ＳＳＫＷ 増刊通巻第 3593号 2015年 4月 29日発行 

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      

・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         〒379-2164 前橋市東上野町 136番地 2 
・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 
・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 
・わくわくハウス             〒371-0007 前橋市上泉町 338-1 
・ケアホームじゃんぷ           〒371-0007 前橋市上泉町 338-2 
・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      〒370-3513 高崎市北原町 67-4 
・kid’s club               〒379-2164 前橋市東上野町 136番地 1 

TEL 027-290-6161 
TEL  027-290-6161 
TEL 027-219-2525 
TEL 027-290-2233 
TEL  027-289-5605 
TEL 027-269-7444 
TEL  027-288-0704 
TEL  027-289-8177 
TEL  027-212-7730 
TEL 027-236-0001 
TEL 027-231-7345 
TEL 027-372-3456 
TEL  027-289-6162 

勅使川原恵子様 関口 潔様 坂柳健司様 北見恵美様 髙橋厚子様 

堤 敏範様 小澤美奈津様 須藤幸男様 大島 武様 石橋英子様  

竹内和子様 野口 修様 髙世久美子様  森田房江様 児玉峰子様  

茂木秀隆様 羽鳥淑子様 新井豊子様 寶田好夫様 小澤恵子様   

恩田光子様 福原悦朗様 綿貫由美子様 佐藤 藍様 齋藤みち江様 

横澤正樹様 廣瀬明美様 中島 宏様 奥泉雅夫様 中村紀雄様   

斎喜広栄様 中津山達也様 塩原麻里様 金子 登様 善方明子様   

大久保裕史様 鈴木良昭様 阿部郁代様 深井 浩様 中島初江様  

山田文雄様 立石志津子様 中島敬一様 前川 宏様 平岩康子様  

白石イツ子様 松本正子様 白石春枝様 蜂巣史良様 岡田登美江様 

中山さち江様 (医)さるきクリニック様 猿木素子様 入間川典子様  

竹内有紀様 大熊昭二様 (株)シバインシュアランス様 星野知之様    

川面智恵子様 関口純子様 

 

『ＮＨＫ福祉相撲号寄贈』 

 
 

後援会費納入 

  ありがとうございます 

ご寄付           

ありがとうございます 

 

    

柏倉町に土地（3,250㎡）の 

寄付をいただきました。 

有効に使わせていただきます。 

ありがとうございました。 

前原芳夫様 

    



16 （土）5

わーくはうすすてっぷ

10：00～14：00

（雨天決行）

みんな一緒に楽しみましょう！

１００円
屋台村
唐揚げ・カレー

焼きそば・ピザ

ラムネ・ジュース

ポップコーン

日月

（前橋市東上野町１３６－１）

体験
コーナー
陶芸体験

名刺体験

パン作り体験

あそび体験

お楽しみプレゼント付

入場チケット

５００円

（小学生まで無料）

10：30～
12：30

引き馬 ＆ ふれあい
コーナー

１３：２０～

おさるのショー＆
ふれあいタイム



１０：００スタート

★体験コーナー

パン作り(要予約)

陶芸作り体験

名刺作り体験

★Kid s Club体験

あそび体験 /おもちゃ作り

★１００円屋台村

１０：３０～１２：３０

★引き馬＆ふれあいコーナー

スケジュール
１２：００～

★歌のステージ

すてっぷ利用者

トミザワエイコとCoo Coo

１３：２０～

★おさるのショー

１４：００終了

体験コーナー
陶芸体験（随時） ￥1,000

名刺体験（随時） ￥200（白黒）

￥400（カラー）

当日会場でお申込みください。

※チケットとは別に料金がかかります。

パン作り体験

対象：小学生までのお子さま

（小学生未満は保護者の同伴が必要）

時間：10：00～11：00

費用：￥300

持ち物：エプロン、三角巾

先着20名様

電話 027-290-6161まで お申し込みください

お問い合わせ わーくはうすすてっぷ（前橋市東上野町136-1）

連絡先 TEL 027-290-6161

URL http://s-step.com

’

クゥ クゥ


