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仙台つるがや福祉会後援会 

                                            会 長 佐々木 謙 

                                 住 所：仙台市宮城野区鶴ケ谷５－２２－１ 

                                                   ワークつるがや内 

                                                 電話：022-395-7966  FAX：022-395-7968 

  URL：http://www.nagomi-udon.jp/ 

    E-mail   :  w-tsuru@room.ne.jp 

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 

 

平成２３年度会費等入金状況 

平成２３年６月３０日現在 

区 分 人数 会費計(円) 

正会員会費 １ 3,600 

〃 協力金 １ 20,000 

個人会員会費 ８ 24,000 

団体会員会費 0 0 

寄附金 ２ 6,000 

合計 12 53,600 

 

定期総会報告 平成２３年６月２２日に後援会定期総会を開催し，平成２２年度事業報告及び決

算報告，並びに平成２３年度事業計画及び予算が承認されました。 

平成２２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 1,093,200 243,200 

寄附金 800,000 858,000 58,000 

繰越金 160,857 160,857 0 

合計 1,810,857 2,112,057 301,200 

支出の部 

科 目 予算額 決算額 比較増減 

事務費 30,000 13,819 △16,181 

活動費 50,000 8,360 △41,640 

法人へ寄附 1,500,000 2,000,000 500,000 

予備費 230,857 0 △230,857 

合計 1,810,857 2,022,179 211,322 

 

平成２２年度決算 

収入 2,112,057 円－支出 2,022,179 円＝89,878 円（次年度に繰越） 

平成２３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 89,878 

合計 1,739,878 

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 159,878 

合計 1,739,878 

 

（

次年度に繰越） 

仙台つるがや福祉会後援会 

東日本大震災が起きてから３ケ月が経って仙台の街  

の一部には震災前と同じ賑わいが戻ってきました。 

しかし，連日テレビで放送される被災者の置かれて 

いる，厳しい状況を見る度に心が痛みます。ワークつる 

がや利用者さんの家族の中にも津浪に遭われた方や，い 

ままで住んでいた住居から避難せざるを得なくなった方 

がおられます。どのように日々を過ごされているのか， 

案じられるこの頃です。一刻も早く安心できる生活を取 

り戻されるよう切にお祈りいたします。 

今回の震災で，自然の圧倒的な力の前で人間が無力であることや，生き延びるために

人と人とのつながりが大切であることを思い知らされました。 

人のつながりという点で，当法人も平素からいろいろな方面からご支援とご協力をい

ただきながら事業活動を行っております。 

特に，仙台つるがや福祉会後援会は，法人設立のほぼ２

年後の平成２０年４月に設立されましたが，いまやまこと

に頼もしいパートナーに成長されました。後援会からの継

続的財政支援に励まされたお蔭で，法人は「らく壱番館」

から「らく弐番館」までケアホーム事業（一体型共同生活

介護・共同生活援助事業）を開始し，また，将来の需要を

見込んで「らく参番館」の土地・建物を確保することがで

きました。 

平成２３年度後援会定期総会では，法人と後援会の協力関係を更に強化するため，法

人広報紙と後援会広報紙を一体化して「和めーる」を発行することになりました。これに

より多くの人々に法人活動を知ってもらえるようになると期待しております。 

今後は，震災から学んだ教訓を生かし，各方面との絆をこれまで以上に大事にしなが

ら福祉事業の充実に取り組んでまいります。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

震災を経て・・・ 

亀裂が入った「なご味」前歩道 

個人会員[3,000 円] 岡崎長様・栗林節夫様・小池英一様・後藤恵一様・永野多賀志様・土生絹子様・丸山津多夫様 

・渡部寛治様・吉冨高子様 

正会員 会費 [3,600 円]1 名  

寄附者 [6,000 円]竹内敦子様・横澤文代様 

    

 

【順不同】 （平成 23 年３月１日～平成 23 年６月 30 日） 

 

理事長 秋葉 巴也 

 

らく弐番館 

URL：http:/www.nagomi-udon.jp/


 

 

酒井幸子さん   

佐藤裕子さん 

武山仁人さん   

佐藤江嗣さん 

支援員 庄司賢次郎（6 月） 

支援員 斎藤 とも（6 月） 

支援員 林 美枝子（8 月） 

支援員 影山 愛 （12 月） 

支援員 中村 容子（3 月） 

栄養士 崎山 夏子（３月） 

支援員 渡邊いずみ（4 月） 

支援員 佐藤 尚広（4 月） 

支援員 菊地 加奈（4 月） 

支援員 倉田 理子（4 月） 

運転手 佐々木文男（5 月） 

ワークつるがや 

らく弐番館 世話人   千葉由美子（5 月） 

生活支援員 高島 政志（6 月） 

生活支援員 玉置 幸子（6 月） 

社会福祉法人 仙台つるがや福祉会 平成２３年度事業計画 

Ⅰ 基本理念 

本法人は、以下の基本理念達成のため、事業展開を

図ってまいります。 

1. この法人は、知的障害のある人の人権を守

り、一人ひとりの幸せを追求します。 

2. この法人は、知的障害のある人が、地域の中

で自立し、主体性を持ってその人らしく心豊

かな生活を営むことができるよう支援しま

す。 

3. この法人は、知的障害のある人とその家族

が、将来にわたり安心して暮らすことができ

るよう,きめ細かいサービスの提供に努めま

す。 

4. この法人にかかわる人は、ともに協力し支え

あって、上記理念の実現に向かって努力しま

す。 

Ⅱ 基本方針 

 本法人は、上記理念の元、障害者自立支援法に基づく

指定障害福祉サービス事業所「ワークつるがや」におけ

る指定生活介護事業、指定短期入所事業、指定就労継続

支援 B 型事業のさらなる充実・安定を図ります。 

 特に、麺の製造販売、軽食喫茶室「なご味」の運営に

つきましては、インターネットやイベントでの販売を活

発に行い、新たな販路の拡大を図るとともに、「なご味」

を利用するお客様を通して、「ワークつるがや」利用者

と地域住民との交流を一層深め、地域で共に生活できる

環境作りに努めます。 

 さらに、本法人は、利用者の地域での自立を支援する

ため、一体型指定共同生活介護・共同生活援助事業の拡

充に取り組みます。 

 仙台市からの受託事業「八木山更生事業」につきまし

ては、現行どおり実施します。 

 

社会福祉法人 仙台つるがや福祉会 平成２２年度 決算報告 

福祉事業活動収入 159,782,679 円 

 

自立支援費等収入 116,069,700 

補助事業等収入 20,979,146 

寄付金収入 4,385,863 

雑収入 2,217,074 

引当金戻入 184,458 

国庫補助金等特別積立金取崩額 15,946,438 

 

福祉事業活動支出 131,080,407 円 

 

人件費支出 84,522,262 

事務費支出 13,491,960 

事業費支出 15,696,673 

減価償却費 16,908,670 

引当金繰入 460,842 

 

就労事業等活動収支差額  322,096 円 

 就労支援事業収入    10,959,875 円 

 就労支援事業販売原価  10,637,779 円 

 

福祉事業活動収支差額 28,702,272 円 

Ⅲ 事業計画 

(1) 理事会開催  年 2 回以上（平成 21 年度 3 回） 

(2) 評議員会開催 年 2 回以上（平成２１年度 3 回） 

(3) 監事監査   年 1 回以上（平成２１年度 １回） 

(4) 生活介護及び就労継続支援 B 型の定員の変更（生活介護 30→45 就労継続支援 B 型 47→35） 

(5) 一体型指定共同生活介護・共同生活援助事業「らく弐番館」の開始（平成 23 年 6 月予定） 

(6) 後援会との協力の強化（平成 21 年度 正会員 77 名、個人会員 59 名、団体会員３名） 

東日本大震災での被害を心配し、多くの方々からご支援をいただきました。皆様の暖かいお気持ちにとて

も元気づけられました。誠にありがとうございました。 

 [100,000 円]・秋田喜枝子様  [20,000 円]・NPO 法人誕生日ありがとう運動広島友の会様 

[10,000 円]・青山ひさ様    

[支援物資]・宮城県知的障害者福祉協会様・株式会社ひびき様・社会福祉法人大和久福祉会様 

     ・みやぎセルプ協働受注センター様・JCI 様・CIL たすけっと様 

・障害児地域生活支援事業江古田事業所 NPO 法人わかみやクラブ様 

[製品購入]・三田市民センター貝増様(三重県)・社会事業協会梨ノ木診療所山崎征治様(三重県)・一森双美様 

 ・特別養護老人ホーム福寿園様(三重県)・静岡県社会就労センター協議会様(静岡県) 

・福祉ショップはるかぜ様(東京都)・株式会社インサイト様(大阪府)・日本セルプセンター様 

      ・NPO 法人地域生活ネットゆっくりっくかわちながの共働事業所かすみ荘様(大阪府) 

      ・社会福祉法人ななくさ多機能型大谷事業所(埼玉県)・神戸市中央区社会福祉協議会様(兵庫県) 

・神戸市北区社会福祉協議会様(兵庫県)・NPO 法人誕生日ありがとう運動本部様(兵庫県) 

・社会福祉法人祉友会障害者支援施設リバティ神戸(兵庫県) 

【順不同】 

ワークつるがや 


