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－チャリティーハンドメイド展

収支報告－

11 月 26 日（土）、2７日（日）に「第 6 回チャリティーハンドメイド展 in すてっぷ」はおかげさまで無事終了いた
しました。直前の積雪には驚かされましたが、両日とも北風がぴたりと止み、たくさんのお客様にご来場、ご協力をい
ただきありがとうございました。2 日間の総売上は 1２７万円、来場者数 3５７名となり、パン工房すてっぷも大盛況
となりました。今回は、初めてご協力いただいた作家さんも多く、また、毎年のように出品していただいている作家さ
んに「毎回、このような形で社会貢献ができて嬉しい」との言葉もいただきました。
作家さんをはじめ、ご家族の方々、駐車場を貸していただいた大島様・田子会計様・健康作り財団様・前橋特別支援学校
様、ご協力いただいた皆様には、心より御礼申し上げます。
今年も「社会福祉法人すてっぷ」の活動を支えていくために、後援会として様々な活動をしていきたいと思っておりま
す。また、すてっぷ後援会もますますたくさんの方にご入会いただけるよう、頑張りたいと思います。本年もどうぞよ
ろしくお願いいたします。

すてっぷ後援会

会長

猿木素子

チャリティーハンドメイド展収支報
総売上
収入
支出

1,275,180 円
売上寄付金
472,123 円
必要経費
91,326 円
（印刷費など）

純利益

380,797 円
来場者数

357 名

<新年を迎えて>
今年は社会福祉法改正があり、当法人も体制を改定することになります。ただ、日常活動の内容も、法人として
の趣旨、それらを支える考え方もこれまでと変わるわけではありません。
利用してくださっている皆様やご家族様の生活を思いや事情をできるだけ尊重しながら支えていく、そのよ
うに法人としての体制を整えていきたいところです。もちろん「法人体制・活動」を継続するための制度や代さ
ん配分については楽観視できない現状が続いています。
少しでも個々の障がいを持つ方々の生活が安定するような方向に施策が向かうことを期待して、
できれば働きかけながらこの一年を過ごしたいものと考えます。
本年もよろしくお願いします。

理事長

鈴木

基司

年賀状の代わりにすてっぷだよりを新年のあいさつとさせて頂いております。
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利用者合同忘年会
in 軽井沢プリンスホテルウエスト

今年の利用者会主催の合同忘年会は、１２月１０日（土）軽井沢プリンスホテルウエストで行われました。当日は大型
観光バス 2 台をチャーターして、総勢 100 名で出発しました。外は晴天で期待していた雪景色はありませんでしたが、
会場内の大きな窓から見える森を眺めながら、ゆったりとした空間を体感しました。料理はクリスマスをイメージした洋
食で、目もお腹も楽しむことができました。今回の余興で、初めてわーくはうすすてっぷのコーラスグループによる発表
がありました。衣装を揃えた 12 名がステージに立ち、「アメージンググレイス」「プレゼント」の 2 曲を披露しました。
また、毎年恒例となった各部署による旅行のスライドショーを見ながら、今年を振り返り親睦を深めました。軽井沢での
忘年会は 10 年ぶりで、ちょっとした小旅行気分も味わいながら、ホテルでの素敵なクリスマスを堪能しました。

いただきます

いつも仲良し

大型バスに乗って

今日のために決めてきました！
スーツでバッチリ

ケーキ最高！
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いちごのサンタがかわいい

心を込めて歌いました
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－研修報告－
『共に生きる新しい社会とは～対話的コミュニケーションの可能性～』
10 月 29 日（土）、長野市にある社会福祉法人森と木の岸田隆さんをお迎えして、職員研修を行いました。
タイトルは「共に生きる新しい社会とは～対話的コミュニケーションの可能性～」。
これまでに「施設なんかいらない。」と、言い続けてきた岸田さんがこれまでの活動の中で
体現してきたというお話は、迫力があり、職員全員がその話に真剣に耳を傾けていました。
障害のある方が地域の中で生活していると、様々なトラブルが発生してきます。しかし、
そのトラブルをチャンスに変えて、地域の人たちを巻き込んでしまい、時には、その地域の
人たちにケア会議に出席してもらい、事情をわかってもらい、次には助けてもらう。と、いった
興味深い話を伺いました。まさに対話的なコミュニケーションから生まれてきたエピソードその
ものだったと思いました。
障害のある本人とも、その家族とも、そして地域とも、向き合ってコミュニケーションをとり

長野県域発達障がい
サポート・マネージャー
岸田 隆氏

ながら、それぞれの人たちのスタンスを見つけられるような、支援を目指していきたいと思った研修会でした。

研修委員

関口晃一

すてっぷ北欧研修

「デンマーク ロラン島のエコ・チャレンジに学ぶ」
～福祉先進国のデンマークは環境先進国だった～
１１月１０日（木）群馬県青少年会館に於いて、北欧視察研修時に通訳をして下さった
ニールセン北村朋子氏にお越し頂き「デンマーク ロラン島のエコ・チャレンジに学ぶ」
と題して研修会を開催しました。
前橋市内をはじめ隣県からも多くの方々にご参加頂き会場はほぼ満席でした。
デンマークのエネルギー政策では２０２０年までに風力発電で５０％をまかない、
２０５０年までには再生可能エネルギーで１００％にすることが明確に打ち出され
ているが、ロラン島ではすでに自然エネルギー１００％で自給率６００％に上り余
った電力は輸出もしているそうです。そんなデンマークも実は１９７３年のオイル

ニールセン北村朋子氏

ショック以前は日本よりもエネルギー自給率が低く、原子力発電所の建設も考えられていたそうですが国民が議論し考えた
結果、限りある化石燃料（石油、石炭、ガス）に依存を続けていくことよりも未来のために再生可能エネルギーを選択した
とのことです。そして、デンマークでは遠浅の地形と強い風力を活用して

洋上での風力発電が拡大しているとのことです。

研修参加者から「デンマークは高福祉ではあるが高負担と聞いていますが、国民はどう感じていますか？」との質問にニー
ルセンさんから、日本の消費税に相当する付加価値税は２５％、所得税は半分近く引かれますが、税金の遣い道は透明性が
高く、福祉や医療、教育等、自分たちに還元されるので老後の心
配をする必要なく、みんなが生き生きと生活し自分の人生を楽し
んでいるとの話しでした。
研修会参加者からは、とても貴重な話が聞けた、税金の遣い方や
政策に対して意見や要望を発信することが重要、また機会があっ
たらぜひ参加したいとの声が多く聞かれ、大変有意義な研修会と
なりました。

北欧研修会

後藤
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わーくはうす すてっぷ
今年も障がいのある人の自立とチャレンジを全力応援！！
◎一緒に働く利用者さん募集中！！

働く力をエンパワメント！！

パン班、パソコン班、リネン班（施設外就労）

一般就労を目指し就労移行事業所へ異動

現在、就労継続 B 型２４名、生活介護２２名が利用中。

2015 年とらっぱへ１名

就労継続 B 型１名、生活介護３名の利用が可能です。

2016 年とらっぱへ１名
2017 年移行事業所へ１名(予定)

介護が必要でも楽しく活動！！
・福祉用具を活用、楽々介護
・ハビリテーションプログラムを導入

★

ベーカリーカフェすてっぷ

★アフリカンダンス
とタイコ
たくさんのご来場ありがとう

★柏倉ふれあい

ございました。

今年こそ開催！

心を込めて焼き上げます。

★アートグッズ

牧場ＯＰＥＮ

ミーナで販売中！

今年の夏祭りもお楽しみに！！

「就職したい！」とその後も応援しています！

働くための１０の力

できるかなと心配なあなた。
とらっぱでプロの清掃技術を習得。

第２ステップ

就職を目指す仲間と一緒に、就職した後の

４

第３ステップ

実際の職場で実習して、どんな仕事がいいか体験。

第４ステップ

面接を受けて、就職決定！困ったらすぐ相談。

３

２

１

生活もイメージしてなにごとも実践！

ワークセンターまえばしも応援！

ご来店お待ちしています。

とらっぱ 就労移行支援事業

一般企業で働いてみたいけど…と考えているあなた、

第１ステップ

国産小麦のおいしいパンを

５
７

６
９
８

１０

たくさん実習ができてよかった！
一緒にやっている人が就職して、僕も就職した
くなりました。イベントも楽しかった！
就職者数

働くための１０の力 をパワーアップ！！

H28 年度

4名

① 毎日通い続ける力②長い時間働ける力③社会人マナーを実践する

H27 年度

2名

④ルールや約束を守る力⑤自分を上手に伝える力⑥作業を正確にする力

H26 年度

5名

⑦作業をスピーディーにする力⑧指示に沿って行動する力
⑨必要なことを報告・連絡する力⑩困った時に質問・相談する力
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社会就労センターぴいすです！
ぴいすでは一緒に働く利用者さんを大募集しています！
現在 22 名の利用者さんがいて、あと 3 名利用可能です！
送迎・給食あり、グループホーム・福祉ホーム利用者 10 人
元気に「働く！」
大学（群馬県立女子大学と群馬県立県民健康科学大学）や企業（ヤマト運輸）の中等、
地域社会の中で様々な 仕事を行なっています。
ハンディがあっても出来る作業に精一杯取り組んで、より高い工賃を目指して働い
ています。
一人ひとりの能力を充分に引き出し、働くことを通して生き甲斐ややりがいを感じ
られるようにします。
大学や企業の中で働いてます！

思いっきり「楽しむ！」

若い利用者さんが多い事もあり、とても活動的です。冬はスキーに行ったり、夏は
キャンプに出掛けたり、海外旅行にも行きました。（グアム、ケアンズ、ハワイ）
これからもいろいろなところへ出かけて、思いっきり楽しみます。
その他詳細はサイトで！→ http://s-step.com/?cat=17
ラウンドワンで 3on3！

学齢期を過ごす子ども達にとって、なくてはならない「放課後」は、家庭でも学校でもない環境の中で、
子ども達が自分らしさを発揮し、心も体ものびのびと遊び、思う存分楽しく過ごす時間です。
毎日が冒険だらけのワクワクドキドキの体験は子ども時代にしか味わえません。「放課後の時間」は、人が
大人になるまでにどれだけ大切な時間かと私達は考えます。
うまく遊べない、生活しにくさがある。そんな子ども達に、スタッフが一緒に遊んだり、気持ち良く生活で
きる方法を考え、子ども達の「楽しい」「嬉しい」気持ちを沢山作るお手伝いをします。大切に一人一人のお
子さんと関わることで、人に安心を感じてもらいながら「子ども達の時間」を保証したいと思っています。

人と関わる中で、沢山の楽しい経験
を重ねた子ども達は、自信に充ち溢
れた表情で卒業して行きます。

すてっぷの放課後活動は２５年間培っ
た支援スキルがあります。
Kid’s club で放課後を過ごした子ども
達の中には、すてっぷのぴいすで清掃
のお仕事を毎日、元気に頑張っている
方もいらっしゃいます。

是非、一度見学に
いらしてください。

社福）すてっぷ 放課後等デイサービス

生き生きとした子ども達に
出会う事が出来ます！

Kid’s Club

★活動日・・・月曜日～金曜日の５日間 (できる範囲で学校送迎あり)
★活動時間・・・13：30～17：30
★学校休日活動、長期休み活動・・・10：00～16：30
★５名～６名のスタッフで対応させていただきます
住 所：前橋市東上野町 136-2
℡/fax：027-289-6162 受付担当
管理者 服部 厚子
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上毛新聞 10 月 31 日（月）の別刷企画
「障害を越えて」に群馬県出身者や在住の
パラリンピックで活躍されている方や
ギタリストとして活躍されている方等と
一緒にアーティストとしてわーくはうすの
生活介護事業を利用している黒澤明さんが
大きく紹介されました。

すてっぷ祭りお祝い金
ありがとうございます

ホーム建設基金ありがとうございます
黒澤巻雄様、中村紀雄様、中島初江様、飯島隆光様、
勅使川原恵子様、中津山達也様、新井啓太郎様

女屋 進様、池田義久様、女屋音松様、
女屋きみ江様、女屋常治様、今野みや子様

後援会費納入ありがとうございます
大島 武様 大崎つりぼり

大崎 健樹様

★すてっぷの facebook ページあります★
いいね！をお願いします！

コンニャク製品ありがとうございます

fb.me/sstep2000

群馬県蒟蒻協同組合様
・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
・メゾンすてっぷ
・ケアホームすきっぷ
・わくわくハウス
・ケアホームじゃんぷ
・すまいるホーム
・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

・Little Kid’s Club

〒379-2164
〒379-2164
〒371-0017
〒379-2164
〒371-0017
〒371-0004
〒371-0004
〒371-0007
〒371-0007
〒379-2114
〒371-0017
〒371-0017
〒370-3513
〒379-2164
〒379-2164

前橋市東上野町 136 番地 1
前橋市東上野町 136 番地１
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
前橋市上泉町 338-1
前橋市上泉町 338-2
前橋市上増田町 1852-5
前橋市日吉町 2－17－10
前橋市日吉町 2－17－10
高崎市北原町 67-4
前橋市東上野町 136 番地２
前橋市東上野町 136 番地２

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

027-290-6161
027-290-6161
027-219-2525
027-290-2233
027-289-5605
027-269-7444
027-288-0704
027-289-8177
027-212-7730
027-289-5660
027-236-0001
027-231-7345
027-372-3456
027-289-6162
027-289-6162
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