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完成しました！
すてっぷ２０周年記念誌

「あったらいいな をカタチに」
ノーマライゼイションを目指して・・・すてっぷ２０年の軌跡
すてっぷは１９９１年「ノーマライゼーションを目指す会すてっぷ」として活動を
開始してから今年で２０年になりました。
当時、障害のある方の家庭にホームﾍﾙﾊﾟｰが派遣されることはごく限られていました。お母さん達は仕事をあきら
めて、子育てと療育施設や学校への送り迎えの日々を送っていました。お金を払って、他人に障害のある子を預ける
など誰も考えていなかった時代・・・。障害のある方のご家族にとっては、母親や祖父母が面倒をみるのが当たり前、
それが無理なら一生を面倒みてくれる入所施設へ預けるしかない、と考えられていたように思います。
あれから20年。身体の障害はもとより、知的な障害や精神の障害であってもホームﾍﾙﾊﾟｰの利用が可能になりまし
た。入浴や食事、買い物や外出といったことに社会的支援の手が入っています。こども達は特別支援学校や学級の放
課後を楽しく過ごすクラブを利用し、家族以外の介護者とマンツーマンで出掛けることもできています。また、家族
との生活からケアホームやグループホームへ独立し、仲間や職員の支えで暮らすことも現実となってきました。まだ
まだ不十分ながらも福祉は激動したと感じます。
社会福祉法人になって１１年、障害福祉サービスや制度の変遷と共にすてっぷも業態を変えニーズに合わせて
事業所も増えてきました。目指すものは変わりませんが、２０年前を知る人には驚かれることもしばしばです。
そこで２０年の歴史をぎゅっとまとめた記念誌「あったらいいなをカタチに」を製作致しました。懐かしい
写真や新聞記事もたくさん入っています。後援会の皆様とすてっぷの歴史を共有し、これからのすてっぷの夢に
向かって共に活動していければ幸いです。
本当に長年にわたりすてっぷを支えていただき、ありがとうございました。そして、これからも応援よろしくお
願い致します。
すてっぷ２０周年記念誌編集委員 鈴木・坂柳・今野

土）
５／７（
２０１１年すてっぷ祭り開催
今年のすてっぷ祭りは、社会福祉法人すてっぷの前進である
ＯＰＥＮ ＨＯＵＳＥすてっぷが群馬町（現在の高崎市福島町）
に誕生してから20年ということで、これまでに支えてくださった
方々をご招待して、入場無料で行いました。懐かしい顔が会場に
たくさん見られました。また、すてっぷ創設時代からお付き合い
のある『こいのぼりバンド』が『こいのぼり一座』として賑やか
なステージを披露してくれました。
また、3月11日に起きた、東日本大震災のチャリティーとし
て、被災地の特産品を景品にしたビンゴ大会や被災地の特産品を
賭けて行われたわんこそば大会、被災地の福祉施設で制作された
手作り品の販売などを行いました。
ご来場いただいた皆様には、心より感謝申し上げます。これか
らも応援よろしくお願いいたします。
すてっぷ祭り実行委員長 関口
たくさんの義援金と手作り品の売り上げ金はすべて、特定非営利活動法人
日本相談支援専門員協会の田中さんに直接お渡ししました。
（５２，５２０円）
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－ すてっぷ後援会からのお知らせ －
●チャリティーハンドメイド展inすてっぷ

開催のお知らせ
お友達・ご家族
お誘い合わせの上

開催日

12月3日（土）・4（日）
皆さんぜひご来場

１０：００～１７：００
下さい

長年にわたり、皆さまにご協力・お楽しみいただきました「チャリティーアー
ト展」ですが、昨年の第１０回をもちまして一区切りとさせて頂き、今年は装い
を新たに『チャリティーハンドメイド展 in すてっぷ』を開催することになりま
した。これまでは、日本画・油絵・水彩画・版画を中心としておりましたが、今
回は、ガラス工芸・七宝焼き・トールペインティング・創作小物といった、世界
にひとつだけの手作り作品を鑑賞・購入できる貴重な機会としての思いを込めました。これまでの１０年と
はひと味違った新しい楽しみを感じていただければ幸いです。
「ハンドメイド展」の売上の一部は、これまでの「アート展」同様に作家の皆様のご協力を得て、国や県
の補助金ではまかなえないグループホームやケアホームの建設資金として使われます。また、もうひとつの
目的は、日頃福祉とは関わりの少ない方々にも福祉施設に足を運んでもらい、福祉を身近に感じ、障害のあ
る方々のアート作品にも触れて頂くための大切なイベントです。
どうぞ、開催趣旨をご理解の上、一人でも多くの方にご来場頂けますよう、ご協力お願い申し上げます。
尚、案内のチラシが１０月には出来上がる予定ですので、チラシを置いていただけるお店や会場をご存じ
でしたら、ぜひご紹介ください。

出品予定作品
ガラス・表装・古布・アクリル画・七宝焼き・木工芸・トールペインティング・陶芸・ステンドグラス
アクセサリー・手編み小物・創作和小物・カントリー雑貨・革小物・雑貨 等

書き損じハガキ・切手寄付
じハガキ・切手寄付ご
切手寄付ご協力のお
協力のお願
のお願い
後援会では、より多くのお客様にイベントをお知らせするため、後援会員以外の方へはDMを発送しておりま
す。昨年までのチャリティーアート展に来て下さったお客様も１０年間で１，０００名を超え、発送にかか
る費用もかなりの金額をなりました。
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、後援会員の皆さまのご家庭にある書き損じ
ハガキや使っていない切手等をご寄付ください。
どうぞ、ご協力宜しくお願い致します。
後援会会長 猿木素子

＜方法＞ ①利用者さんを通じて各部署担当スタッフへ渡して頂く。
②わーくはうす・すてっぷまで直接持ち込みして頂く。
③前橋市東上野町１３６－１ すてっぷ後援会宛てまで郵送して頂く。
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－放課後クラブ・kid’s club＆すきっぷ 活動報告－
今年の夏は節電や猛暑が叫ばれ、いつもと違う「暑い夏！」を想定しました。
でも、子どもたちにとっては期待でいっぱいの夏休み。今年は県内の大学へ
ボランティア募集したところ沢山の学生さんが協力してくれました。
公共のプールに行ったり、バスに乗ってお出かけをすると、いつもの活動では
キャー！！お水気持ちいい！！
見られない子ども達の楽しそうな表情をみることができました。
長年すてっぷを支えてくださっている方の畑で、ジャガイモ堀り大会にも参加させて
いただきました。朝から真夏の太陽の下、何種類ものジャガイモを袋いっぱいに収穫でき
嬉しそうでした。掘りたてのジャガイモはおやつで、じゃがバターにしていただきまし
た（*^_^*）皆、モリモリ頬張っていました。
キッズ・放課後クラブ合同でスイカ割りもしました。
割れるまで何度もチャレンジし、真っ赤に実ったスイカ
を口の周りは気にせず食べる姿に、子ども時代ならでは
の楽しみを思い出しました。
お芋たくさん掘るゾ！！
沢山の方の協力のもと、色々な体験をさせてあげる事が
出来ました。子ども達にとっては大切な大切な「夏休み！」。大人になるための心
思いっきり！スイカ割り！！
の栄養になってくれると嬉しいです。
放課後クラブ・kid’s club 服部

放課後を
放課後を過ごす子
ごす子ども達
ども達の活動資金を
活動資金を
毎年、
毎年、島原手延そうめん
島原手延そうめん様
そうめん様からご協力
からご協力いただいています
協力いただいています。
いただいています。
この活動は、島原手延そうめんの冷麦等を購入していただくことで、その収益の一部を群馬県内の放課後対策連絡
会と各団体に寄付としていただいているものです。
すてっぷの関係者の皆さまにも毎年ご協力いただいており、今年も１３７、１７５円の品物を購入していただきま
した。その中から、クラブへ３４，７９５円の寄付をいただきました。
早速、子どもたちに必要なおもちゃ、夏休み活動に協力していただいた学生ボランティアさんの昼食代、公共機関
の運賃等、日頃の事業費では賄えない資金として活用させていただいています。皆さまのご協力本当に有難うござ
いました。

すきっぷ開所して４ヵ月が経ちました！
女性ケアホームすきっぷは、今年の4月14日に開所式が行われ、
4月24日からスタートしました。
ぴいす利用者2名、わーくはうす利用者4名の計6名が暮らしています。
自立に向けて、配膳の手伝いや、掃除・洗濯など、自分でできることは
自分で行っています。洗濯機の使い方も最初はわかりませんでしたが、
今では操作を覚え、一人でできるようになった人もいます。
洗濯機の使い方を覚えました

みんなおしゃべりが大好きで、食事の時間以外はとってもにぎやかです。
その日の出来事やテレビの 話題など、話のタネは尽きません。
すきっぷはまだスタートしたばかりです。これから、いろいろなことに
チャレンジして、少しずつ自分でできることを増やせていけるようにし
たいと思います。
ケアホームすきっぷ 藤田
＊宿直は法人女性スタッフ８名が交代で担当しています＊
みんなそろって夕ごはん
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たり
っ
湯
り
のんびわーくはうす グループ旅行
ＩＮ

５月２０日（金）～２１日（土）

伊香保温泉ホテル天坊＆グリーン

今年は、東京ディズニーランドと箱根に分かれてのグループ旅行
を予定していましたが、東日本大震災が発生してしまったため、急遽
場所を変更し、伊香保温泉＆グリーン牧場に行ってきました！！
（参加者は利用者さん３３名、スタッフ１８名）
１日目はグリーン牧場でバーベキューをしたり、動物にふれあっ
たり、シープドッグショーを観たり、カフェで過ごしたり、事前にア
ンケートをとりグループに分かれて楽しみました。

２日目はハルナグラス、榛名湖散策、おみやげめぐりに
それぞれ分かれての活動でした。
榛名湖では、アヒルのボートに乗ったり、馬車にも乗りま
した！ハルナグラスでは、お気に入りのお土産を見つけ、
大満足でした。
体調を崩すことなく、みなさん楽しく過ごすことが出
来ました。

叫！！
絶
で
富士急
とらっぱ グループ旅行 ５月２７日（金）～２８日（土）
今年、とらっぱのグループ旅行は富士急ハイランドをメインに河口湖方面に利用者１７名、スタッフ６名の計２３名で行ってき
ました。いつもよりちょっと早起きして出発。楽しいバスレクで盛り上がり、あっという間に到着しました。
１日目は富士急ハイランドで、ハッピーグループ（ゆったり系アトラクションがメイン）と絶叫グループ（絶叫系アトラクショ
ンがメイン）に分かれて楽しみました。

温泉＆♪カラオケ
宿泊はオフィシャルホテル（富
士急ハイランド直結）のハイラ
ンドリゾートホテル＆スパ。隣
接する日帰り天然温泉 “ふじ
や ま 温 泉”で １ 日 の 疲 れ を 癒
し、夕食後はカラオケで盛り上
がりました。

そば打ち体験
２日目はそば打ち体験。朝風呂や隣接するフジヤマミュージ
アム観賞の後、そば打ちはグループに分かれてチャレンジ！
職人技？でなんとかそれらしいものが完成。打ったものは昼
食となりましたが、見た目はともかく味は最高！でした。
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！
！
せ
ば
利用者会 暑気払い開催！！
を吹き飛
とらっぱの暑気払いは、カラオ
ケ「まねきねこ荒牧店」に行って
きました。歌って・飲んで・踊っ
て・食べてと今年の猛暑を吹き飛
ばす勢いで楽しみました。嵐の
「One Love」や人気ドラマ主題歌
である「マル・マル・モリ・モリ！」
など、２時間歌って・踊り足りな
いとらっぱのパワーはミラクル
です！

７／３０ とらっぱ

７／３０ わーく
群馬ロイヤルホテルの
ビアガーデンで暑気払い
をしました。
時間は１７：３０から
１９：００までの少し
涼しくなった時間に開催しました。利用者さん３８
名、スタッフ２４名で、みなさん食事をしながら
色々話をしたり、ビールを飲んだりとても盛り上が
りました。

８／６ ぴいす
今年のぴいすの暑気払いは、利用者さんの話し合いの結果、「カラオケ」に決まり
ました。前橋箱田のシダックスにて行われ、22名の参加となりました。
大部屋にて2時間の貸し切りで、最近の曲から懐かしい歌謡曲までそれぞれが
思い思いに熱唱。歌に合わせ、ダンスあり、手拍子、マラカスありの大盛り
上がりで、日ごろの疲れもふっとんだのではないでしょうか。
「この日のために家で練習してきました！」という利用者さんもいました。
ただ今回は、１人１曲だけしか歌えなかったため、物足りないという利用者さん
の声も多かったです。

わーくはうすすてっぷ節電対策がんばってます！！
わーくはうすすてっぷでは、東日本大震災後の電力不足に対応するためさまざまな節電対策に取り組み、前年度比15％を
達成しています。
区

分

照明

対

策

項

目

実行チェック

①照明を間引きする。事務室 1/3、作業室 1/3、喫茶室 1/3

○

②使用していないエリア（医務室、廊下等）は消灯を徹底する

○

③使用時間

○

喫茶

事務所

8：00～17：00

10：00～16：00

作業室

食堂

9：15～15：30

9：30～15：30

kWh
20,000
15,000
22年度

空調

④昼休み（12：00～12：50）完全消灯を心掛ける

○

10,000

⑤従来型照明をHf蛍光灯又はLED照明に交換する

80%

5,000

①室内温度を28℃とする。

○

0

②使用していないエリアは空調を停止する

○

③使用時間

事務所
喫茶

ＯＡ機器

8：00～17：00
10：00～16：00

食堂
作業室

9：10～15：30

23年度

2月 4月 6月 8月 10月12月

○

9：30～15：30

④日射を遮るために、グリーンカーテン、すだれ、よしず、ブラインドの活用

○

⑤エアコンのフィルターを定期的に清掃（2週間に1回）

○

⑥サーキュレーター・扇風機を併用する

○

⑦朝

○

涼しい時間帯に空気の入れ替え

⑧古いエアコン（11年）を新しい省エネタイプに交代

○

パソコンを省エネモードに設定。１時間45分以上使用しないとき

○

節電対策の一例

←（グリーンカーテン）
（クールビズシャツ）

↓

のみシャットダウン
コンセント ①帰るときにはＰＣ、その他コンセントを抜く
動力
②電気ポットは使用しない。温水洗浄便座（女性用のみ）のコンセントを抜く
調理機器

節電啓発

○
○

①業務用冷蔵庫の台数を限定。ショーケースの消灯

○

②調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直し

○

③冷凍・冷蔵庫のドアの開閉回数の低減や定期的清掃

○

④パンがま使用

○

１台に限定

①節電担当者を決め、フォローアップ会議や節電パトロールを実施

○

②スタッフ、利用者に対してクールビズシャツの配布、情報提供による協力依頼

○
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すてっぷ20周年 お祝い金ありがとうございました
石井節子様 大久保裕史様 大澤拓郎様 女屋午治様 女屋きみ江様 女屋貞夫様 女屋常治様 女屋幸雄様 清宮聖子様
小嶋多美子様 今野光雄様 坂柳百合子様 白石春枝様 鈴木芳雄様 善方明子様 中津山達也様 光野有次様 山下佳子様
上毛印刷株式会社様 社会福祉法人めだかすとりぃむ様

ご寄付ありがとうございます

ご寄付ありがとうございます
鈴木潔様

阿部茂夫様（ホーム建設基金）大澤拓郎様
神澤弥光様（ホーム建設基金）今野みや子様
坂柳幸子様 鈴木隆子様 鈴木孝様 善方明子様
谷口明広様 長谷川恒子様 上毛印刷株式会社様
すてっぷ後援会様
社会福祉法人すてっぷ

井上秀洋様
すてっぷ後援会

日本ハムお中元販売
ご協力あ
２０１１年度日本ハムお中元販売は、２５名 ２２３,６４４円
の売り上げとなり、収益は利用者さんの工賃として還元されま
した。皆様のご協力を感謝いたします。
１１月にはお歳暮の販売もいたしますのでご協力をお願いいた
します。日本ハムから売り上げの１％を東日本震災義援金とし
て寄付されました。
わーくはうす 創作班

ありがとうございました
一般社団法人日本レコード協会様より
音楽ＣＤを頂き、利用者のみなさんの
活動に使用させていただいています。

後援会費納入ありがとうございます
平井恵治様 田中久子様 綿貫由美子様 善方明子様 入間川典子様 山田文雄様 須藤登喜雄様 宝田好夫様
阿部郁代様 深井 浩様 野中 渉様
中島 宏様 川面智恵子様 恩田光子様
蜂巣晴美様
杉田真弓様
大島 武様 石橋英子様 新井豊子様
横澤正樹様 関口美香様
白石春枝様 立石志津子様 鈴木良昭様
女屋やよい様 吉野美穂様 佐藤かよ子様 前川宏様 窪田孝雄・照子様 小野木敏晴様 戸所清様 細野幸恵様
福原慶太様 松下千恵子・真理子様 石原謙一様 早川常夫様 星野知之様 浦野成章様 シバインシュアランス様
森田房江様 伊藤さやか様 井上和彦様 萩原尚樹様 須藤友喜様 品川弘江様 小屋たみ子様 奥泉浩子様
一倉憲一様 峯岸千鶴子様 海老沼良矩様 茂木勝美様 平岩康子様 戸丸史郎様 鈴木 潔様 鈴木芳雄様
鈴木計太郎 金居孝子様 飯島隆光様 竹内淳一様 遁所将佳様 清水敏子様 大畠良美様 金井 敏様 池田義久様
城田幸子様 亀井高志様 島田房子様 石倉利治様 佐藤健一様 天田 章様 関健 鑑様 木村隆彦様 石井廣子様
五十嵐吉之助様 佐藤佐智子様 滝沢久仁子様 河内那保子様 荒井千晶様 高木伸之様 神田和久様 今井寿美枝様
塚越久雄様 鈴木優子様 松本達彦様 岡田登美江様 恩田賢様 黒澤巻雄様 医療法人清心会様 斎藤慎子様
片平勉・小夜子様 桐生瓦斯㈱様 中村紀雄様 中山康江様 飯塚秀樹様 土屋次郎様 久保博様 田中克己様
大谷律子様 三木袈娑八様 羽深敏人様 (有)丸又様 丸山良雄様 井上秀洋様 横堀好南様 金子有希子様
中島新吉様 猪熊貴之様 清水澄治様 唐澤隆人様 高柳勝己様 神沢光恵様 宮内みどり様 清水康史様
森川陽一郎様 城田佳子様 並木敬子様 稲村寿一様 茂木秀隆様 北澤静乃様 金古道子様 野ばら様 中島敬一様
齋藤幸子様 清水文子様 新井正美様 赤井眞佐子様 小山陽二様 児玉吉子様 齋藤直子様 北見恵美様
小玉優美子様 猿木素子様 さるきクリニック様 長井聡平様 福岡昇様 櫻井俊輔様 神村漱様 湯浅久子様
武井宏純様 中山さち江様 大沢博雄様 糸井徹様 小杉明広様 加藤さゆり様 廣瀬明美様 登丸泰秀様 福島忠雄様

・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
・メゾンすてっぷ
・ケアホームすきっぷ
・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
〒371-0017
〒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3－83
前橋市亀泉町3－41
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
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TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
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027-290-6161
027-236-0303
027-219-2525
027-290-2233
027-289-5605
027-269-7444
027-269-7444
027-288-0704
027-236-0001
027-231-7345
027-372-3456
027-289-6162
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