
車両が増えました 
ワークつるがやでは配達先や納品先が増えてきたこ

と、販売へ積極的に参加するために車両を増やしました。 

今後は、いろいろなお客様のご要望に応え、利用者の

工賃 UP に期待します。 
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平成２１年度決算報告 

収入の部                      

科 目 予算額 決算額 比較増減 

会費 850,000 1,125,800 275,800 

寄附金 800,000 1,028,000 228,000 

合計 1,721,430 2,225,230 503,800 

支出の部 

科 目 予算額 決算額 比較増減 

事務費 55,000 17,998 △37,002 

活動費 50,000 29,375 △20,625 

法人へ寄附 1,500,000 2,000,000 500,000 

予備費 116,430 17,000 △99,430 

合計 1,721,430 2,064,373 342,943 

平成２１年度決算 

収入 2,225,230 円－支出 2,064,373 円＝160,857 円（次年度に繰越） 

平成２２年度予算 

収入の部                      

科 目 予算額 

会費 850,000 

寄附金 800,000 

繰越金 160,857 

合計 1,810,857 

支出の部 

科 目 予算額 

事務費 30,000 

活動費 50,000 

法人へ寄附 1,500,000 

予備費 230,857 

合計 1,810,857 

 

（

次年度に繰越） 

定期総会報告 平成 2２年４月１９日に後援会定期総会を開催し，平成 2１年度事業報告及

び決算報告，並びに平成 2２年度事業計画及び予算が承認されました。 

個人会員 [10,000 円]大庭美知子様  

[3,000 円]栗林節夫様・高田恵子様・岡崎長様・吉冨高子様・土生絹子様・大宮よし子様 

正会員（ワークつるがや保護者）68 名 

        [54,000 円]２名 [36,000 円]1 名 [21,600 円]1 名 [20,000 円]1 名 [18,000 円]4 名 [15,000 円]1 名 

        [14,400 円]1 名 [10,800 円]34 名 [10,000 円]2 名 [7,200 円]1 名 [3,600 円]20 名 

寄付者  [3,000 円]竹内敦子様・横澤文代様 

 

平成２２年度会費等入金状況 

6 月 29 日現在 

区 分 人数（名） 会費計(円) 

正会員 ６８ 753,400 

個人会員 ７ 28,000 

寄付金 ２ 6,000 

合計 ７７ 787,400 

 

後援会会員募集 

会費【1 口以上何口でもかまいません】 

正会員  1 口年額 3,600 円 

個人会員 1 口年額 3,000 円 

団体会員 1 口年額 10,000 円 

納入方法 

 会費は，現金または郵便局の払込取扱票にてお願いします。 

 口座記号番号 ０２２８０－０－９２１４６ 

 加入者名   仙台つるがや福祉会後援会 

22年度事業の取り組み 
 去る 22 年 4 月 19 日に後援会総会が開催され、平成 21 年度事業報告・決算報告並びに平成 22 年度事

業計画・予算が原案どおり承認されました。 

法人では、ケアホーム「らく壱番館」が平成 22 年 6 月 2 日に開所されましたが、利用者のニーズ調査

の結果、ケアホームに多数の希望者がいるため、早急にケアホーム「らく弐番館」整備にとりかかります。

「らく弐番館」については、土地・建物を購入し、法人の所有財産にするということですので、後援会では、

多くの方々に協力を働きかけ、会員確保に一層努力するとともに、募金活動を積極的に実施することにより、

微力ながら資金面での支援に努めてまいります。 

 さらに自立支援の一環として、「ワークつるがや」利用者の工賃向上のため、ワークつるがや保護者会と

連携し、「ワークつるがや」の製品の販路拡大及び販売活動に協力していくことといたします。会員の方々

にも呼びかけ、新たな販路を見つけていくことで、利用者の工賃向上につながればと考えています。 

今年度も、後援会では知的障害者とそのご家族が安心して暮らしていくことができるよう法人の事業展開

を側面から支援してまいりますので、今後とも一層のご協力をお願い致します。 

ステップワゴン（青） 

1 年のリースですが、たくさん

働いてもらいましょう 

 

アクティ（軽車両） 

見かけは小さいけれど荷物がたくさ

ん積める頼もしい奴（車）です 

らく弐番館（外観） 

 仙台市宮城野区鶴ケ谷 

4 丁目 32－17 （築１１年） 

 利用定員 8 名（体験利用含む） 

 開所予定 平成２３年 6 月 1 日 



トン○ら  

毎朝の日課！自分の部屋は自分で

お掃除します。部屋以外にも 

玄関掃除など役割があるんだよ。 

朝から、がんばってるな・・・俺。 

洗面所が 2 か所で助かるわぁ～ 

レディの支度には、時間がかかる

のよね。 

今日も元気にすごせそうだわ～ 

何を作ろうかな？ 

2 台の洗濯機は 

毎日フル回転！ 

いってきま～す 

私は、車だから 

楽ちん❤ 

おいしいなぁ❤ 

みんなで食べるとさらにおいしい❤ 

たくさん食べて、今日も元気に過ごそ

う 

ら いかんしてから もう１ヶ月 

く ったくのない 利用者さんの 素敵な笑顔 

い つも 皆で 和になって 

ち いさな幸せ … それがいっぱいになる様に 

ば かばかしい事も やるけれど 

ん ～と それは 心も育つもの 

か わす言葉も あたたかい 「ここに」 

ん ～と もてなすがら 来てけさいん！！ 

箱やタオル折り、銅線解体、清掃…… 

その他、様々な仕事をいろいろな会社から請け負っています。 

受託作業をする利用者は３０名以上の大世帯で、納品日に間に合うよう取り組ん

でいます。今回は、箱・タオル折り、シート拭きに取り組む利用者の様子をご紹

介します。 

セロテープを曲がらないで

止めるのは、難しい仕事… 

空気を抜きながら… 

 

折ったタオルの袋入れ 

表裏の方向を間違えない

ようによく見て入れてね 

１枚ずつ丁寧に… 

端と端を合わせておるよ 

最終チェック。 

 よし！完成！ 

拭き残しがないか光に透か

して確認中。 

毎日、2,000～3,000 枚の 

作業は、やっぱり大変。 

間違った折り目がつくと大変。 

やり直しができないから、慎重に。 

仕切りが入っているか… 

箱に傷や線が入ってないか… 

チェックが終わった箱から、

10 個ずつ梱包。 

ぼうしをつけて、準備万端！ 

髪の毛がはいらないように 

気をつけて作業しないと。 

 

１枚ずつ丁寧に拭いて…表も裏も… 

ごみや水分を取り除いて、きれいにしないとね 

次回 Part２は… 

 銅線解体・清掃・封筒作り・キャットレぺ・個包装作り・エアパッキン切断・台紙作成などの紹介です！ 

 乞うご期待！！ 

  

6 月 2 日から、「らく壱番館」での生活が始まりました。 

５名の利用者は、少しずつ荷物と心の準備をしていたので、大きな戸惑いや混乱

もなく、優しい支援員さんたちとともに楽しく過ごしています。 

生活の様子をご紹介しましょう。 

トントントン…今日のメニューは… 

みんな、おいしいって言ってくれるかしら？ 

いってきまぁす！！ 

さぁ、今日もお仕事がんばりましょう 

ワークまで、みんなで歩いて登所！ 

やっと道も間違わずにいけるようになったね。 

みんなと一緒だと安心！！ 

 

 
 

 

 

世話人の 

あや子さんから 

 


