
                                                    

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             発行日：平成２４年２月  第８号 

                                  発 行：社会福祉法人仙台つるがや福祉会  

理事長 秋葉 巴也 

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 

 

区 分 件数 会費計(円) 

正会員会費 74 989,000 

〃 協力金 52 740,000 

賛助会員会費 100 412,000 

団体会員会費 3 30,000 

寄付金 3 18,000 

寄付(法人) 12 4,562,800 

合計 244 6,751,800 

 

賛助会員 [15,000 円]石原和浩様・雅子様・小林博之様・松本和美様 

     [10,000 円]安達裕樹様・大庭美智子様・佐々木謙様・清水京子様 

     [9,000 円]藤島省太様・吉川敏孝様 

     [6,000 円]青山米子様・稲月レイ子・岩井忠勝様・小野寺とよ子様・片平幸代様・熊谷憲一様・今野あや子様 

          ・荘司孝雄様・鈴木清昇様・高橋功様・高橋誠様・高橋佑吉様 

[3,000 円] 青山和正様・青山ひさ様・青山英史様・安達亮太様・阿部美香様・安藤冷子・石田由貴様・伊藤純一様 

      ・石森久一郎様・伊藤恒幸様・伊藤保明様・イサゴ物産様・小野寺正代様・大場喜久子様・加川美佐子様 

     ・遠藤文子様・大倉慶子様・太田トク様・大前典男様・大宮よし子様・金沢克仁様・金沢有紀様・川島清様 

     ・鹿野玲子様・小池英一様・向後良雄様・小鎌邦夫様・後藤恵一様・後藤勇治様・小松裕子様・今野裕章様 

     ・佐々木剛一様・佐藤敬様・佐藤昌一様・佐藤直紀様・宍戸充様・宍戸美由紀様・庄子和沙様・庄子哲子様 

     ・進藤道子様・菅原恵子様・菅原朋代様・須藤和弘様・清野隆広様・高嶋政志様・高田恵子様・髙橋成子様 

     ・高橋成輔様・髙橋美津江様・髙橋むつ子様・太齋佳子様・タナカ米穀店様・千葉由美子様・永野多賀志様 

     ・谷村拓也様・玉置幸子様・千葉直樹様・千葉義民様・経沢美佐様・鴇田正雄様・永井貞子様・長沼昭弘様 

     ・成田幸子様・間恵子様・橋本顕様・飯田勝男様・飯田由民子様・藤崎研二様・ベーテル病院様・星元子様 

     ・森本博様・森谷順吉様・山田孔明様・横田意美子様・横澤行夫様・横山秀子様・横山豊様・渡邊いずみ様 

     ・渡邊ナツエ様 

団体会員[10,000 円]日高見税理士法人様・(株)東北オーゼキ様・日新設計(株)様 

正会員 会費 [54,000 円]2 名 [36,000 円]2 名 [28,800 円]2 名 [21,600 円]5 名 [20,800 円]１名 

[20,000 円]１名 [18,000 円]6 名 [14,400 円]3 名 [13,800 円]1 名 [13,600 円]１名 

[10,800 円]30 名 [10,000 円]1 名 [7,200 円]6 名 [3,600 円]１３名 

正会員協力金  [50,000 円]3 名 [30,000 円]3 名 [20,000 円]4 名 [10,000 円]４２名 

寄付者 [10,000 円]佐藤桂子様 [5,000 円]つるがや元気会 [3,000 円]横澤文代様 

法人へ寄付金 [2,359,300 円]オリックス財団様 [631,710 円]ワークつるがや保護者会様 

 [450,000 円](財)みずほ福祉財団様 [300,000 円]須藤昭弘様 [200,000 円]酒井睦夫様  

[100,000 円]秋田喜枝子様・秋葉巴也様 [130,700 円]髙橋建一様 [114,520 円]竹野栄様 

       [92,310 円]壁岸守様 [74,260 円]古関尚様 [10,000 円]横山秀子様 

    

 

【順不同】 （平成 23 年７月１日～平成 24 年 2 月 20 日） 

 

新しい年の始まり 
理事長 秋葉 巴也 

年が明けて東日本大震災からの復興が目覚ましく進むと期待していましたが，余震も続いて，

状況はあまり良くならないようです。 

そんな中，私たちの「ワークつるがや」は比較的恵まれています。職員の皆さんの献身的努

力の甲斐があって，昨年４月初めからこれまで，利用者さんに対するサービスやワークまつりな

どの恒例の行事を震災前と同じように行なうことができました。「ケアホーム壱番館・弐番館」

についても同様で、滞りなくサービスを提供することができました。壊れた器具の買替え，建物

の壁の修理，なご味のトイレや周辺道路の応急修理などは今年１月末までにすべて完了しまし

た。後は，仙台市によるオープン病院との境界に在る擁壁の工事が済んだ後に下水管などを本格

的に改修する仕事が残っています。 

震災後いろいろな方面から暖かい励ましとご支援が寄せられ，とても勇気つけられました。

感謝の気持ちで一杯です。その中には，オリックス財団からトヨタハイエース車を寄贈されたこ

と，みずほ福祉財団からうどん熟成庫購入に対し，また日本財団からうどん移動販売車購入に対

し，それぞれ助成金をいただいたことが含まれます。 

多くの方々のご厚意に報いるためにも，震災の爪痕の深さに萎縮しそうな気持ちを奮い立た

せて、私たちはいままで以上に一生懸命仕事に取り組まなければならないと感じます。勿論，今

回の震災から受けた教訓を忘れず，次の災害に備えて備蓄を怠らないことや緊急時にも利用者さ

んや保護者と連絡できるシステムを整備することが大事なことは申すまでもありません。 

新しい熟成庫のお蔭で，うどんの製造能力はこれまでに比べほぼ倍増しました。この 4 月か

らうどん移動販売車も動き始めることであり，是非うどんの販売を増やし，利用者さんの工賃ア

ップに繋げたいと考えております。また，以前から平成２５年度中にケアホーム「らく参番館」

を開所する計画を立てていましたが，今年はその準備を始めなければなりません。できれば，参

番館以降のケアホーム事業の見通しも立てたいところです。 

今年も，仙台つるがや福祉会後援会と力を合わせて、私たちの 

「ワークつるがや」と「ケアホーム」を一層活力のある事業所に 

発展させたいと思います。 

引き続き皆様のご指導とご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。 

 

平成 23 年７月１日～平成 24 年 2 月 20 日 

 

URL：http:/www.nagomi-udon.jp/


 

 

 

 オリックス財団様より、復興のために役立ててください…と 

福祉車両を寄贈していただきました。 

9 人乗りの「トヨタ・ハイエース」です。 

配達やグループでの外出活動に大活躍です。 「弐番館」は、何から何まで、「壱番館」の倍！しかも男性利用者のみです！！ 

 にぎやかなこと間違いなし!! 楽しい生活のほんの一部をご紹介しましょう。 

「なご味うどん」の売れ行きが好調で、今までの熟成庫だけでは、作業が

困難になっていました… 

みずほ財団助成が決定し、大きい「熟成庫」を購入することができました。 

これまで以上にたくさんの「なご味うどん」の注文に対応できるようにな

りました。よろしくお願い致します。 

 

成人おめでとう 

新成人となりお祝いをして頂き、ありがとうございました。 

写真やメッセージ入りの色紙やらんのお花を頂き感激して 

います。入所して丸２年。 

 作業にも慣れて、昼休みには卓球を楽しんでいます。 

また、食事の面では、栄養のバランスを考えた美味しい給食 

をいただき、満足しているようです。今後は、生活の面でも

自立できる部分が増えて行ければと思います。 

今後とも宜しくお願いいたします。（母） 

2011 年 6 月 2 日。「らく弐番館」が開所し、 

8 名の利用者でのにぎやかな生活が幕をあけました。 

 

水戸黄門に夢中❤ 

 

これをみないと動けない！  

大きい食卓二つに分かれて食事！今日も美味しいです！！ 
食器拭きのお手伝い！ 

直木賞を狙って執筆中！ 

服のコーディネイトを思案中… 
みんなそろってワークに出勤 

「いってきま～す！！」 

3 ヶ所の洗面所で身支度 

を整えてます。 

浴槽も二つ！今日はどっちに入ろうかな？ 

俺の朝は掃除から始まる！ 

ひげをそってイイ男！ ドライヤーでバッチリ決まった❤ 

備えあれば安心！ 

 

非常用の外階段！ 

 

【順不同】（平成 23 年 7 月１日～平成 24 年 2 月 29 日） 

[製品購入]・北海道社会福祉協議会障がい者就労支援センター様(北海道) ・社会福祉法人三鷹ひまわり会様(東京都) 

・NPO 法人京都ほっとはあとセンター様(京都府) ・近畿地区身体障害者施設協議会様(兵庫県)         

・社会福祉法人あいのわ福祉会足立区大谷田就労支援センター様(東京都)  

・NPO 法人福井県セルプ振興センター様(福井県) ・伊賀地区労働者福祉協議会様(三重県) 

 

＊たくさんのご支援をいただき、励まされています。ありがとうございました。 

 何度も注文をして下さる方も多く、とっても嬉しいです。 

(今年の新成人は１名でした) 

。 

ぼくはごみ係さっ！ 

利用者さんやご家族、各関係スタッフのご協力で、

らく弐番館も 10 ヶ月目を迎え、ようやく落ち着いて

共同生活が送れるようになってきました。まだまだ、

行き届かない面もありますが、今以上に笑顔が多くみ

られるらく弐番館にしていきたいと考えています。 

 

世話人：白岩睦博 


