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

賛助会員 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 24 年度会費等入金状況 

平成 24 年６月３０日現在 

区 分 人数 会費計(円) 

正会員会費 76 957,600 

〃 協力金 0 0 

賛助会員会費 15 78,000 

団体会員会費 0 0 

寄附金 1 3,000 

合計 92 1,038,600 

 

平成２４年４月２５日に後援会定期総会を開催し，平成２３年度事業報告及び

決算報告，並びに平成２４年度事業計画及び予算が承認されました。 
 

平成２３年度決算 

収入の部                      

科 目 予算額 決算額 

会費 850,000 1,472,400 

寄附金 800,000 770,000 

繰越金 89,878 89,878 

合計 1,739,878 2,332,278 

支出の部 

科 目 予算額 決算額 

事務費 30,000 39,424 

活動費 50,000 18,650 

法人へ寄附 1,500,000 2,000,000 

予備費 159,878 65,000 

合計 1,739,878 2,123,074 

 

平成２３年度収支差額    

 

平成２４年度予算 

収入の部                      

科 目 予算額 

会費 1,000,000 

寄附金 800,000 

繰越金 209,204 

合計 2,009,204 

支出の部 

科 目 予算額 

事務費 50,000 

活動費 50,000 

法人へ寄附 1,700,000 

予備費 209,204 

合計 2,009,204 

 

（

次年度に繰越） 

仙台つるがや福祉会後援会 

賛助会員[15,000 円]石原和浩様、雅子様 [9,000 円]髙橋誠様 [6,000 円]青山米子様・稲月レイ子様・岩井忠勝様 

         ・鈴木清昇様・髙橋功様 

[3,000 円] 石田由貴様・岡崎長様・倉田理子様・栗林節夫様・土生絹子様・飯田勝男様・丸山津多夫様 

・吉冨高子様・渡部寛治様 

正会員 会費 [54,000 円]3 名 [36,000 円]1 名 [21,600 円]1 名 [18,000 円]10 名 [14,400 円]1 名 

       [10,800 円]44 名 [7,200 円]3 名 [3,600 円]13 名 

寄附者 [6,000 円]横澤文代様 [3,000 円]竹内敦子様 

    

 

【順不同】 （平成 24 年 2 月 21 日～平成 24 年６月 30 日） 

 

６年目のワークつるがや 

社会福祉法人 仙台つるがや福祉会 

理事長 秋葉 巴也 

 

平成１９年４月に開所した「ワークつるがや」は，今年６年目に入りました。ここまでにいろいろ

なことがありましたが，中でも去年の東日本大震災のときは一時どうなることかと心配しました。しか

し，余り時間をかけずに利用者さんたちが再び笑顔で通所する光景を取り戻せたことは今後の大きな自

信に繋がると考えております。 

つるがや福祉作業所時代に利用者さんたちが取り組んでいた木工，よしずなどのいろいろな作業は、

現在「ワークつるがや」にしっかりと受け継がれております。加えて，うどんの製造やなご味での軽食

喫茶の仕事も新しく始まりました。作業所時代からの利用者さんもワークつるがや開所後に入った利用

者さんもそれぞれのペースで生き生きと仕事をしている様子を見受けます。また，施設としても「ワー

クつるがや」の本体の他にケアホーム「らく壱番館・弐番館」も加わって，前より大きくなりました。

石名坂学園・つるがや福祉作業所からの伝統を生かしながら新しいものも絶えず発展させることを 

これからも目標としてまいります。 

今後とも皆様のご協力とご支援をよろしくお願いいたします。 

 
  

                               仙台つるがや福祉会後援会  

                               会 長  佐々木  謙 

 

東日本大震災で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 

さて，本後援会は，仙台つるがや福祉会の活動に少しでもお役にたてればという目的で発足して早５

年目を迎えます。この間，会員の皆様には温かいご支援を賜り，誠に有難うございます。 

本法人は，仙台市つるがや福祉作業所の民営化を受け，保護者会が中心になって平成 18年に社会福祉

法人の認可をうけ，翌 19年に障害福祉サービス事業所「ワークつるがや」を開所しました。現在，知的

障害のある 82名の方々が，生き生きと働いております。今年度は，うどんの移動販売車を導入し，新た

な取り組みを始めることができました。 また，通いなれた地域で自立した生活を送れるようケアホー

ムの整備に力を入れ，平成 22年に「らく壱番館」，翌 23年に「らく弐番館」を開所し，きめ細かな支援

を展開している所でございます。 

このような法人の活動がさらに発展するよう，引き続き皆様方の一層のご支援をお願い申し上げます。 

 

定期総会報告 

○役員名簿 (敬称略)                    

役職 氏名 

会長 佐々木 謙 

副会長 後藤 順一 

副会長 佐々木 剛一 

幹事 佐藤 敬 

幹事 宍戸 武夫 

幹事 池田 寿子 

幹事 須藤 眞希子 

幹事 藤原 こずえ 

幹事 松本 和美 

幹事 片平 幸代 

会計 安達 寿賀子 

会計 佐藤 桂子 

会計 星  元子 

監事 髙橋 建一 

監事 大庭 美知子 

 

（ 

収入 2,332,278 円－支出 2,123,074 円＝209,204 円（次年度に繰越） 

ご 挨 拶 

file://LANDISK-A3C66E/disk/仙台つるがや福祉会/後援会会報/URL：http:/www.nagomi-udon.jp/


 

○平成 23 年度退職者 

ワーク 

つるがや 

支援員 経沢 美佐 平成 24 年 3 月 31 日 

支援員 鹿野 玲子 平成 24 年 3 月 31 日 

支援員 横田意美子 平成 24 年 3 月 31 日 

らく弐番館 支援員 高嶋 政志 平成 24 年 3 月 31 日 

 

平成２４年度事業計画 

○基本方針 

 本法人は、基本理念の元、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」(生活介護、短期

入所、就労継続支援 B 型)のさらなる充実・安定を図ります。

特に「うどん移動販売車」を導入し、イベント等において、

その場でうどんを食べていただくことにより、さらに販路の

拡大を図ります。また、「なご味」及び「うどん移動販売車」

を利用されるお客様を通して、「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、利用者の地域での自立を支援するため、

指定障害者福祉サービス事業所「らく壱番館」「らく弐番館」

(一体型共同生活介護等)の充実を図るとともに、「らく参番

館」の整備に取り組みます。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。 

 

平成２３年度 決算報告 

福祉事業活動収支差額 31,794,821 円 

内訳【収入】 

自立支援費等収入 140,360,503 

補助事業等収入 22,277,624 

寄付金収入 4,183,500 

雑収入 2,721,652 

引当金戻入 181,596 

国庫補助金等特別積立金取崩額 16,245,201 

福祉事業活動収入計 185,970,076 

【支出】 

人件費支出 98,157,259 

事務費支出 17,346,773 

事業費支出 19,802,504 

減価償却費 18,283,459 

引当金繰入 585,260 

福祉事業活動支出計 154,175,255 

 

就労事業等活動収支差額 217,127 円 

 内訳【収入】    11,760,648 円 

   【支出】    11,543,521 円 

 

○事業計画 

(1) 理事会開催  年 2 回以上  

(2) 評議員会開催 年 2 回以上 

(３)監事監査   年 1 回以上  

(４)うどん移動販売車の導入 

(５)「らく参番館」の整備 

（平成 25 年 6 月開所予定） 

(６)後援会との協力の強化 

 

ワークつるがやは、震災後、全国の方からたくさんの支援をいただ

きました。今度は、私たちができることを…と考え、仮設住宅の方々

へうどんの無料提供を行いました。（計４回提供予定） 

くもり空の中、多くの人が集まり、「おかわり！」の声も… 

被災した方々に大変喜んでいただいて、嬉しい一日でした。 

仮設住宅でうどんの提供中 

いずみ授産所にて 

いずみ授産所の『六月祭』で移動販売車で販売しました。 

良く晴れた暑い日でしたので、「温かいうどん」が売れるのか

心配でした。さらにこの日は、ワークの外での販売が初めて…

という記念すべき日でしたので、なおさら、職員はドキドキ

(*_*)でした。手際が悪く、お待たせすることもありましたが、

なんとか完売！しました。「おいしかった」という声にとても

励まされました❤ 

○理事・監事・評議員 （敬称略） 

任期:平成 24 年 6 月 5 日～2 年間） 

理事長 秋葉 巴也 保護者代表 

理事・評議員 伊藤 恒幸 学識経験者 

理事 後藤 晶子 保護者代表 

理事・評議員 佐藤 敬 学識経験者 

理事 高橋 建一 保護者代表 

理事・評議員 飯田 勝男 地域の福祉関係者 

理事・評議員 藤島 省太 学識経験者 

理事・評議員 松本 和美 施設長 

理事・評議員 横澤 行夫 地域の福祉関係者 

理事・評議員 渡部 寛治 学識経験者 

監事 岡崎 長 財務諸表等の監査 

監事 小池 英一 学識経験者 

評議員 阿部 眞吾 地域代表者 

評議員 大庭美知子 学識経験者 

評議員 熊谷 憲一 学識経験者 

評議員 佐々木剛一 地域代表者 

評議員 宍戸 武夫 保護者代表 

評議員 進藤 道子 学識経験者 

評議員 髙田 惠子 学識経験者 

評議員 谷村 正 保護者代表 

評議員 永野多賀志 学識経験者 

評議員 土生 絹子 学識経験者 

評議員 武藤 睦郎 地域代表者 

評議員 横澤 文代 保護者代表 

評議員 吉冨 高子 学識経験者 

評議員 渡邊 正則 保護者代表 

 

○平成 24 年度採用者                   

ワーク 

つるがや 

支援員 小澤 直輝 平成 24 年 4 月 1 日 

支援員 佐藤美奈子 平成 24 年 4 月 1 日 

支援員 金澤 和子 平成 24 年 6 月 1 日 

 

さる６月１日、「らく壱番館」「らく弐番館」のオープンハウスを行ないました。 

当日は、近隣住民の皆様をはじめ、町内会役員、関係機関の皆様がきてくださいました。 

職員の説明に対し、「何かあったら声をかけて」 

「これからも頑張って！」と激励のことばを 

いただき、感謝感激の一日でした。 

これからも『地域に根ざしたケアホーム』 

を目指して、事業を進めていきたいと考えて 

おりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

『「ワークつるがや」に出勤！』 
『お仕事、ご苦労さま』 


