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すてっぷ だより SSKW 

すてっぷ祭り 
今年は前日の準備の時から風が強く、当日の天気も心配しておりましたが、案の定、１０時開始直後から風が少しずつ

強まり、お昼過ぎにはテントが抑えていないと飛ばされてしまうような強風の中での開催となりましたが、およそ５００

名のお客様にお越しいただきました。 

また、毎年恒例になっているパン作り体験や 100 円屋台も多くのお客様にご利用頂き、地域の皆様と交流する良い

機会となりました。これを機に「すてっぷ」の活動にご協力いただければと思います。 

 

お手伝い頂いたご家族の皆様、ボランティアの学生さん、

駐車場をお借りした事業所様、ありがとうございました。 

すてっぷ祭り実行委員会 

Ｈ26年度 

今年の目玉、「ＲＯＧＵＥ」の奥野さんと香川 

さんを迎えてのライブ＆トークショーには、

たくさんのお客様にお越し頂きました。ライ

ブが始まると、奥野さん達の“熱い歌”に 

勇気・感動をもらい、会場がとても盛り上が

りました。奥野さん香川さん素敵なライブを

ありがとうございました。 
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わーくはうすすてっぷ ぴいす とらっぱ 施設旅行 Ｐａｒｔ1 

３泊４日の旅 ６月２４日～６月２７日 

今年は、わーく・ぴいす・とらっぱ３事業所合同のグループ旅行！昨年、好評だった北海道へさらにスケールを大きくして行

って来ました。今回は、てんかんの発作で飛行機を利用できない方も参加できるよう“Ⓐ船で行って電車で帰って来るコ

ース”と、“Ⓑ船で行って飛行機で帰って来るコース”の２コースを計画しました。利用者さん２５名、スタッフ１５名、阪急交通

社添乗員の松岡さんと総勢４１名の旅行となりました。 

■旅行日程 
 【１日目】わーく→仙台港（太平洋フェリー） ※船中泊 

 【２日目】苫小牧港→ノーザンホースパーク→ホテル（グリーンパークつるい） 

 【３日目】アクティビティ①乗馬体験（平田牧場）②カヌー体験（R）→和商市場→釧路駅 

      Ⓐ函館駅→ホテル（ホテルグランディア函館） 

      Ⓑハイランドふらの→ホテル（ラブニール） 

【4日目】Ⓐ函館朝市→函館駅→大宮駅→高崎駅 

     Ⓑ旭山動物園→旭川空港→羽田空港→わーく 

 
【1日目】 
なんと今回の旅行は、初の船旅です。行きの仙台港から苫小牧港までを豪華客船で１泊、心配していた揺れも少なく快適な

船の旅を満喫してきました。 

【２日目】 
目的地の釧路へ向けてバスで移動。長い移動時間も車内ではカラオケで大盛り上がり。釧路に入ると、野生のシカにも出会えて

本当に感動しました。 

カラオケしていると、あっと
いう間に着いちゃいました！ 

船長さんの衣装でパチリ！ 

それぞれの事業所で歌を発表！ 
盛り上がりました！ 

夕食のバーベキューは、    

食べきれない程のお肉と野菜、 

海の幸にびっくり！ 
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平田牧場 乗馬体験！！ 
出発前にはレオナルド・ダ・ヴィンチ牧場へ練習に行きま

した。馬に慣れることから始め、馬に乗れるように練習を

していった成果もバッチリでていました。 

トウロ湖～釧路川 カヌー体験！！ 

【３日目】 
乗馬グループと釧路川でのカヌーグループに分かれてアクティビティーを楽しみました。北海道の大自然を肌で感じる

ことができ、動物とのふれあいの中からとびっきりの笑顔がはじけていました。 

【４日目】 
電車組は函館を経由して一路、群馬へ。函館朝市で新鮮な魚介をお腹いっぱい食べて、たくさんのお土産を手に

帰ってきました。 

２時間の川下りが楽しめるように座位保持や

クッションを作って持って行きました。 

 

3 泊 4 日という長い旅行が初めての方、もちろん北海道もフェリーに乗るのも初めての方、乗馬・カヌー初体験の

方と、初めての体験をたくさんしてきました。本当に一人ひとりの笑顔が輝いた旅行でした。最後にご協力いただ

いた、 平田牧場のみなさん、カヌーのガイド アールのみなさん、そして阪急交通の松岡さんに佐藤さん本当にあり

がとうございました。  

飛行機組は旭山動物園を満喫して、飛行機で帰って来ました。 
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【２日目】美ら海水族館 

 

【３日目】琉球村（シーサー作り・ 

アクセサリー作り・エイサー体験など） 

わーくはうすすてっぷ ぴいす とらっぱ 施設旅行 Ｐａｒｔ２ 

２泊３日の旅 ７月１７日～７月１９日 

７月１７日～１９日、わーく１４名、ぴいす８名、とらっぱ１名＋スタッフ１４名、総勢３７名で、沖縄旅行に行ってきました。 

台風の合間の旅行となりましたが、３日間とも快晴！！沖縄らしい体験をたくさんしてきました。 

【１日目】ビーチアクティビティ 
（シュノーケリング・マリンジェット・グラスボートなど） 

事前にプールでライフジャケットを着て練習してきたので、
きれいな沖縄の海を楽しめました。 

シーサー作りに挑戦！ 
沖縄で買った帽子が決まってます！ 

民族衣装で、はいチーズ 

大きな水槽に大きなジンベエ
ザメがいてビックリ 

マリンジェットにまたがって
かっこいい！ 

４ Step News letter No59 Sep.2014 
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わーく・ぴいす・とらっぱ合同のグループ旅行の第 3弾！！ 総勢３３名でのバス旅行。 

国立公園の一部で国の文化財にも指定されている上高地。長野県松本市にあり日本を代表する景勝地へ行ってきました。 

出発前には国立公園のルールを学び、山歩きの装備を準備しました。 現地では、河童橋のたもと「ホテル白樺荘」と  

「小梨平のケビン」に分かれて宿泊し、ネイチャーガイドを付けてのハイキング、大自然の中での体験教室、朝の散策と  

上高地の雄大な自然を満喫してきました。 

わーくはうすすてっぷ ぴいす とらっぱ 施設旅行 Ｐａｒｔ3 

１泊２日の旅 ９月２６日～９月２７日 

天候にも恵まれ上高地の観光名所『河童橋』で記念撮影！                

ネイチャーガイドの話を聞きながら散策 体験教室で作ったプラ板はお土産にしました！ 

食べ物も美味しかった！ 

五千尺ホテルのスイーツも絶品でした！ 

朝の散策 

透き通った川の水！
はしゃいじゃいました 

群馬県と長野県はお隣  

どうし、「こんな近くに素敵

な場所があったなんて…」

と 驚きと感動を胸に帰っ

てきました。 
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（単位：円）

事務費支出 1,129,375 地域生活支援事業収入 759,300 流動資産 7,882,147 流動負債 680,000

事業費支出 0 経常経費寄付金収入 3,726,000 固定資産 20,570,402 固定負債 0

積立資産支出 3,700,000 受取利息配当金収入 8,708 基本金 13,622,000

事業区分間繰入支出 600,000 その他の収入 384,000 特別積立金 9,878,220

拠点区分間繰入支出 75,930 施設整備等寄付金収入 3,700,000 その他積立金 6,400,000

当期資金収支差額 3 ,072 ,703 次期繰越金 -2,127,671

8,578,008 8,578,008 計 28,452,549 計 28,452,549

事務費支出 2,307,837 地域生活支援事業収入 8,236,295 流動資産 5,154,674 流動負債 1,597,895

事業費支出 2,344,213 借入金利息補助金収入 214,000 固定資産 130,663,227 固定負債 8,847,640

支払利息支出 132,000 経常経費寄付金収入 20,000 特別積立金 97,540,874

借入金元金償還支出 1,100,000 受取利息配当金収入 1,041 その他の積立金 1,660,000

固定資産取得支出 200,000 積立資産取崩収入 2,000,000 次期繰越金 26,171,492

積立資産支出 507,008

拠点区分間繰入支出 3,200,000

当期資金収支差額 680 ,278

10,471,336 10,471,336 計 135,817,901 計 135,817,901

事務費支出 23,222,598 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入 18,743,105 流動資産 7,476,629 流動負債 687,016

事業費支出 855,472 地域生活支援事業収入 10,727,429 固定資産 861,098 固定負債 361,096

積立資産支出 45,888 受取利息配当金収入 191 その他の積立金 500,000

当期資金収支差額 5 ,346 ,767 次期繰越金 6,789,615

29,470,725 29,470,725 計 8,337,727 計 8,337,727

事務費支出 21,236,340 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入 3,333,990 流動資産 810,612 流動負債 677,197

固定資産取得支出 8,560 地域生活支援事業収入 17,977,000 固定資産 1,684,756 固定負債 357,760

積立資産支出 49,728 受取利息配当金収入 309 特別積立金 816,485

当期資金収支差額 92 ,601 拠点区分間繰入収入 75,930 次期繰越金 643,926

21,387,229 21,387,229 計 2,495,368 計 2,495,368

事務費支出 43,195,919 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入 56,973,040 流動資産 12,107,976 流動負債 5,642,395

事業費支出 9,781,417 経常経費寄付金収入 80,000 固定資産 123,431,333 固定負債 36,636,608

支払利息支出 264,140 受取利息配当金収入 2,361 特別積立金 37,971,447

借入金元金償還支出 2,410,000 その他の収入 300,000 その他の積立金 1,000,000

固定資産取得支出 41,627,250 設備資金借入金収入 31,000,000 次期繰越金 54,288,859

積立資産支出 58,344 積立資産取崩収入 4,000,000

当期資金収支差額 -981 ,669 拠点区分間繰入金収入 4,000,000

96,355,401 96,355,401 計 135,539,309 計 135,539,309

事務費支出 24,376,192 地域生活支援事業収入 6,733,578 流動資産 24,544,286 流動負債 24,544,286

積立資産支出 9,504 公益事業収入 17,652,118 固定資産 68,016 退職給与引当金 68,016

当期資金収支差額 0 次期繰越金 0

24,385,696 24,385,696 計 24,612,302 計 24,612,302

事務費支出 19,849,840 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入 24,841,861 流動資産 6,998,662 流動負債 832,541

事業費支出 2,246,018 経常経費寄付金収入 20,000 固定資産 2,358,166 退職給与引当金 131,136

積立資産支出 25,968 受取利息配当金収入 491 特別積立金 66,468

当期資金収支差額 2 ,759 ,126 その他の収入 18,600 その他の積立金 2,000,000

次期繰越金 6,326,683

24,880,952 24,880,952 計 9,356,828 計 9,356,828

平成25年度　社会福祉法人すてっぷ　会計報告
（自）平成25年4月1日　　（至）平成26年3月31日

会計 収　支　計　算　書 貸　借　対　照　表
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みんなの店の２号店、 
よろしくお願いします！ 

アーツ前橋ミュージアムショップ 

７月４日にオープンしてから早いもので 4カ月がたちました。 

「暮らしにアートを。誰もが笑顔になれる店」をコンセプトに、全国の施設から集めた生活を楽しくするようなアート

雑貨、群馬県内のアーティスト作品、展覧会関連書籍・グッズ、図録等を委託販売しています。「うわっ、おもしろい！」

「かわいい！」「他のミュージアムショップにない物がおいてある」等々、お客様からの嬉しいお声も頂いています。 

① 障害者施設で作られた素晴らしい商品を紹介していくこと 

② みんなの店参加施設の商品力を高め販売していくこと 

③ 利用者さんの就労の場を広げること 

を目的に始めた事業です。現在、わーくはうす・すてっぷ、ぴいす、レオナルド・ダ・ヴィンチ牧場の皆さんが交代でレ

ジ担当をしています。商品の品ぞろえについては、展覧会や季節によって変えていく予定です。また、気軽なプレゼ

ントアイテムも取りそろえ、暮らしをアートで彩るお手伝いをしていきたいと思っています。芸術の秋、ぜひアーツ前橋

そしてミーナに足を運んでみて下さい！ 
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平田牧場 乗馬体験！！ 
出発前にはレオナルド・ダ・ヴィンチ牧場へ練習に行きま

した。馬に慣れることから始め、馬に乗れるように練習を

していった成果もバッチリでていました。 

トウロ湖～釧路川 カヌー体験！！ 

【３日目】 
乗馬グループと釧路川でのカヌーグループに分かれてアクティビティーを楽しみました。北海道の大自然を肌で感じる

ことができ、動物とのふれあいの中からとびっきりの笑顔がはじけていました。 

【４日目】 
電車組は函館を経由して一路、群馬へ。函館朝市で新鮮な魚介をお腹いっぱい食べて、たくさんのお土産を手に

帰ってきました。 

２時間の川下りが楽しめるように座位保持や

クッションを作って持って行きました。 

 

3 泊 4 日という長い旅行が初めての方、もちろん北海道もフェリーに乗るのも初めての方、乗馬・カヌー初体験の

方と、初めての体験をたくさんしてきました。本当に一人ひとりの笑顔が輝いた旅行でした。最後にご協力いただ

いた、 平田牧場のみなさん、カヌーのガイド アールのみなさん、そして阪急交通の松岡さんに佐藤さん本当にあり

がとうございました。  

飛行機組は旭山動物園を満喫して、飛行機で帰って来ました。 

 

ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ https:www.facebook.com/mshop.mina 

 

「いいね！」お願いします 

 

シュレッダー 
平成２６年度から、みんなの店共同受注作業（障害者優先調達法により前橋市から発注される役務等）がスタートしました。 

はじめての仕事が『前橋市役所ごみ減量課からのシュレッダー業務』。 

わーくはうすすてっぷからは３人の利用者さんが毎週木曜日の２時間作業に行っています。売り上げは２時間で２，７００円。 

大型と中型のシュレッダー機械を使って作業開始。ホッチキスやクリップがついてないか確認しながら、約１０枚ずつ機械

に投入、「次の紙ください」「ごみが一杯になりました」ごみを取り出し、新しい袋に付け替える、また作業、途中１度トイレ

休憩をはさんで、３台の機械がうなりっぱなし、２時間が経過、出来上がったごみ袋は１７袋。これを大きなカートに積み込

み、みんなで地下の集積所へ持っていき、作業完了。 

「僕この仕事好きです！」「がんばりました！」と疲れも見せずに充実感いっぱいの表情で毎回わーくはうすに戻ってき

ます。お疲れ様でした。 

 

前橋市・みんなの店共同受注作業 

「みんなの店」では共同受注窓口を既に設置していて、前橋市からの大口受注を前橋市内の施設に割り振って 

います。以下のシュレッダー、除草、ＰＣ分解はみんなの店の共同受注窓口で受けた仕事です。 
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みんなの店共同受注窓口に前橋市から不要パソコンのリサイクル作業の発注依

頼があり、ぴいすもその仕事をする事になりました。 

前橋市から安価で購入したパソコンを利用者さんが手作業で分解し、有価物と

して販売し（レアメタルのリサイクル）その差額が工賃となります。 

今年度４トンのパソコンが引渡される予定になっていて、４事業所参加している

のでぴいすで１トンのパソコンを分解します。 

一口にパソコンと言ってもいろいろなメーカーのいろいろな機種があるので、

分解方法も異なり、最初は大変でした。それでも数をこなすうちに利用者さんも

要領がわかってきて、今ではかなり速いペースで分解をすることが出来るよう

になってきました。 

作業に取り組んでいるのは男性利用者さんばかりですが、皆この作業が好きな

ようで楽しそうに分解作業をしています。（男性はメカニカルなものが好きだか

ら？） 

 

 ７月１５日より、みんなの店共同受注で前橋市からの業務委託を受け、除草                    

作業を行ってきました。わーく・ぴいす共に炎天下の中、他部署のスタッフや 

運転手さんの力も借りつつ７月中の作業終了を目標に取り組んできました。 

場所の広さに加え、草も２メートル以上あり、足がぬかるんでしまうようなと 

ころもみられ、おまけに草刈り機の使用経験のないスタッフもいるなど、作 

業開始当初は７月中の終了は難しいのではと思うほどでした。しかし、日も 

経つにつれ作業効率も上がり７月３１日をもって作業を無事終了することが 

できました。連日３５℃を超える暑さの中、ケガや熱中症などを引き起こす 

こともなく作業を行うことができたことはなによりではないでしょうか。 

  

除草作業に悪戦苦闘 

ＰＣ分解 

群馬県でも障害者施設等共同受注窓口を設置 

昨年４月に施行された「障害者優先調達推進法」により、官公庁から障がい者施設への仕事や物品の発注が増えて

きました。一つの施設では対応しきれない仕事はいくつかの施設で共同で受注することもできます。そのためには

受発注の調整をする「共同受注窓口」の設置が必要になりますが、群馬県にはまだその窓口がありませんでした。

（日本４７都道府県で共同受注窓口を設置していないのは群馬県だけです） 

県の障害政策課から、群馬県社会就労センター協議会（県ＳＥＬＰ協）に共同受注窓口業務の運営依頼があり、県ＳＥＬ

Ｐ協ではそれを受けることになりました。そのために一般社団法人群馬県社会就労センター協議会を近々設立し、本

格的に県の共同受注が始まりました。 
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第 4回チャリティーハンドメイド展開催!! 

１１月 29 日（土） 10:00～17:00 
30 日（日） 10:00～15:00 

今年もチャリティーハンドメイド展の季節が近づきました。 

テーマは「空のように。」です。 

今回は、皮小物、パッチワーク、カルトナージュ、ビーズや天然石などのアクセサリー、エコクラフトなど新しく参加さ

れる作家さんもお迎えします。 

身近な生活で使える手作り作品と、わーくはうす すてっぷのハンディを持つ方々の作品（エーブルアート）を鑑賞・ 

購入 いただける機会となります。 

ぜひ、芸術の秋を“すてっぷ”でお楽しみ下さい。 

 チャリティーハンドメイド展の売上の３０％以上が「すてっぷ後援会」に寄付され、新しいグループホームの建設資金

として活用されます。 

 ひとりでも多くの皆さまにご来場いただけますよう、心よりお待ちしております。 

 

中村佐由利様 六本木伸一様 中村紀雄様 竹内和子様 福原悦朗様 木村靖子様 浅沼 宏様 池野桂子様 

赤井眞佐子様 清水文子様 金居孝子様 黒澤巻雄様 大熊昭二様 鈴木 潔様 塩浦敬之様 鈴木芳雄様 

石橋英子様 齋藤 寬様 茂木幸子様 善方明子様 窪田照子様 仲野千鶴様 峰岸千鶴子様 森田房江様 

村山健児様 猪熊一之様 中嶋新吉様 新井豊子様 小屋たみ子様 櫻井俊輔様 中山さち江様 山口喜良様 

竹内淳一様 稲村寿一様 横堀好南様 糸井 徹様 飯島隆光様 奥泉雅夫様 大島 武様 佐藤かよ子様 

宮内勝美様 関 健鑑様 恩田光子様 西田直樹様 島田良子様 山岸喜世子様 石倉利治様 唐澤隆人様 

小澤恵子様 伊藤さやか様 松下千恵子様 田子謙二様 佐藤佐智子様 山本朱実様 上林久美子様  

浦野成章様 加藤さゆり様 茂木勝美様 新井明日香様 河内那保子様 茂木秀隆様 小野木敏晴様  

山岸雅彦様 戸所 清様 羽鳥淑子様 野口 修様 女屋えり子様 

 

後援会費納入ありがとうございます  

 

    

福田久仁子 様 田中久子様 

ハガキ・切手のご寄付ありがとうございます     

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、毎年チャリティーハンドメイド展のダイレクトメールを発送して

います。少しでも発送にかかる経費を削減し、グループホームの建設資金への寄付を増やすため、皆さまのご家庭に

ある書き損じはがきや使っていない切手がございましたらご寄付下さい。ご協力よろしくお願いします。 

＜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。 

 

後援会からのお願い 

すてっぷ祭り 
今年は前日の準備の時から風が強く、当日の天気も心配しておりましたが、案の定、１０時開始直後から風が少しずつ

強まり、お昼過ぎにはテントが抑えていないと飛ばされてしまうような強風の中での開催となりましたが、およそ５００

名のお客様にお越しいただきました。 

また、毎年恒例になっているパン作り体験や 100 円屋台も多くのお客様にご利用頂き、地域の皆様と交流する良い

機会となりました。これを機に「すてっぷ」の活動にご協力いただければと思います。 

 

お手伝い頂いたご家族の皆様、ボランティアの学生さん、

駐車場をお借りした事業所様、ありがとうございました。 

すてっぷ祭り実行委員会 

Ｈ26年度 

今年の目玉、「ＲＯＧＵＥ」の奥野さんと香川 

さんを迎えてのライブ＆トークショーには、

たくさんのお客様にお越し頂きました。ライ

ブが始まると、奥野さん達の“熱い歌”に 

勇気・感動をもらい、会場がとても盛り上が

りました。奥野さん香川さん素敵なライブを

ありがとうございました。 

 


