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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 

新たな取り組みでより豊かな生活を 

「特定相談支援事業所 プランつるがや」の開所       

ワークつるがや・らく壱番館 

施設長 松本 和美 

 

 テレビでは，毎日オリンピックが放映され，メダルにかかわらず一つのことに打ち込む素晴らしさ，あの

プレッシャ―と戦いながら挑戦する凄さに大きな感動を与えてくれています。 

 さて，平成 24 年に障害者自立支援法が一部改正され，障害福祉サービスを利用しているすべての人は，

原則として平成 27 年 3 月までに計画相談支援を受けて「サービス等利用計画」を作ることとされています。 

 そこで，当法人では，利用者・保護者の負担を軽減するために，平成 26 年 4 月から「サービス等利用 

計画」の作成や継続相談を行う「特定相談支援事業所 プランつるがや」を開所することとしました。 

 サービス等利用計画を作成することによって，利用者一人ひとりが最も適切なサービスを組み合わせて利

用し，地域で生き生きとして暮らしていけるようになることを期待しながら，この事業を始める準備をして

いるところです。 

 78 年ぶりという大雪で，ワークつるがやもケアホームも，雪かき，ワークの休所の連絡，行事の延期，

送迎サービスの遅れなどなど･･･てんやわんやの 2 月ですが，春は必ずやって来ます。もう少し我慢して，

雪や寒さを乗り切ってまいりましょう。 

平成 25年度後援会会費等の状況 

平成 26 年 2 月 1 日現在 

区 分 人数 計(円) 

正会員 80 1,053,000 

〃 協力金 64 877,200 

賛助会員 99 444,000 

団体会員 0 0 

寄附 5 113,600 

合計 248 2,487,800 

 

【法人への寄附】（平成 25 年 7 月 1 日～平成 26 年 2 月 1 日） 

[360,000 円]宮城県共同募金会様 [300,000 円]福來昭男様 [100,000 円]安達裕治様，秋葉巴也様，秋田喜枝子様 

[50,000 円]髙橋建一様 [10,000 円]海野佳代子様，佐藤良晴様 

 

【後援会関係】（平成 25 年 7 月 1 日～平成 26 年 2 月 1 日） 

賛助会員[15,000 円]小林博之様，谷村拓也様，松本和美様 [12,000 円]木村しづ江様，野内信夫様  

[10,000 円]安達裕樹様，佐々木謙様       [9,000 円]吉川敏孝様，清水京子様，髙橋誠様，藤島省太様 

[6,000 円]小野寺とよ子様，片平幸代様，今野あや子様，佐藤敬様，髙橋成輔様，髙橋佑吉様，タナカ米穀店様 

[3,000 円]青山英史様，青山和正様，青山佳代様，青山ひさ様，安達亮太様，阿部美香様，安藤冷子様，池田幸子様 

      伊藤純一様，伊藤恒幸様，伊藤保明様，太田トク様，大前典男様，加川美佐子様，金澤和子様，金沢克仁様 

      金沢有紀様，川上悦子様，菊地加奈様，熊谷憲一様，倉田理子様，小池英一様，小石洋子様，向後良雄様 

         小鎌邦雄様，小松裕子様，佐々木剛一様，宍戸充様，宍戸美由紀様，柴崎俊介様，進藤道子様，白岩睦博様 

      荘司孝雄様，庄子和沙様，庄子哲子様，菅原恵子様，高城圭子様，高田惠子様，髙橋成子様，髙橋美津江様 

       太齋佳子様，玉置幸子様，千葉義民様，冨田豊治様，永井貞子様，中田イチ子様，永野多賀志様，間恵子様 

      橋本顕様，橋山華鈴様，飯田由民子様，藤崎研二様，三浦茂子様，宮沢貴子様，森谷順吉様，山田孔明様 

      横尾典子様，横澤行夫様，横田意美子様，横山秀子様，横山豊様，渡邊ナツエ様 

 

正会員会費  [21,600 円]1 名 [18,000 円]1 名 [10,800 円]1 名 [6,200 円]1 名 [3,600 円]2 名 

正会員協力金 [50,000 円]2 名 [30,000 円]4 名 [20,000 円]9 名 [10,000 円]47 名 [3,600 円]2 名 

 寄附金    [60,000 円]1 名 [40,000 円]1 名 [5,600 円]1 名 [5,000 円]1 名  

 

 

   

 

 

清掃後になごべぇのうどんを

無償提供させていただき，多

くの方になごべぇのうどんを

味わっていただきました。 

11 月の秋晴れの中，蒲生の清掃活動に参加しま

した。たくさんのボランティアが参加し，2 時間程

の清掃で多くのゴミが集められていました。 

周囲は，がれきの山，津波被害にあったままの家屋

…復興までにはまだまだの風景でした。 

皆さんから，感謝の言葉や「おいしい」と声をたくさんかけられました。 

ワークでもたくさんの方から支援をいただいたことを忘れず，今後も今回の様な

活動に出来る限り参加していこうと思います。 

職員有志によるコミックバンド♪ 

演奏よりもコントが長い（笑） 

利用者もノリノリで楽しんでます！

出演依頼募集中❤ 

どこでも行きますよ～ 

皆さまからのご支援により第 12 号が発行す

ることが出来ました。ケアホーム「らく参番館」

も加わり，少しずつ事業が大きくなっています。         

今後も楽しんでいただける会報作りを心がけ

お伝えしてまいりますので，よろしくお願いい

たします。 

          （会報委員会） 
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2013年 7月，「らく参番館」が開所し， 

利用者７名の賑やかな生活が始まりました♪ 

 

洗濯物を干しましょう。 

ちゃんとパン！パン！ 

自分のことは自分で！ 

食後は食器洗い★ 

ごはん作り❤ 

腕によりをかけて❤ 

みんなで楽しいごはん♪ 

今日は節分♪恵方巻♪ 

みんなで楽しいごはん♪ 

ごはんですよ～♪ 

洗濯物を 

ほしま～す♪ みて！みて！すごいよ！！ 

「目薬しますよ～」 

「右目，開けて～」 え～っ！！ 

男は身だしなみが 

大事☆ 

テレビ 

みてまぁす 

 
 

 

 

いってきまぁす 準備できたぁ～！？行くわよ～ 

充実した水回り！ 
カーテン閉めて， 寝る準備❤ 

ワーク 

つるがや 

事務長 野内信夫 平成 25年 9月 30日 

支援員 橋山華鈴 平成 25年９月 30日 

らく壱番館 支援員 千葉由美子 平成 25年 7月 31日 

八木山作業所 支援員 髙橋美津江 平成25年12月31日 

 

つるがや福祉作業所から長年通所していた利用者最高齢の古川精信さんが，ワークつるがや 

を退所しました。「古さん，古さん」とみなさんに親われ，頼りにされていた古川さん。支援員 

より物知りでいろいろなことを教えてくれた古川さん。ワークが大好きで，責任感が強く雨の日 

も風の日も元気に通っていてくれました。 

退所にあたり，お姉様とご本人からお手紙をいただきましたので，皆さんにご紹介いたします。 

○退職者 

○新職員 
ワーク 

つるがや 

支援員 佐々木祐子 平成 25年 11月 1日 

支援員 今野ゆみ 平成 26年 1月 1日 

らく壱番館 支援員 沼倉和也 平成 25年 8月 1日 

 

前略ごめん下さい。この度は，弟の退所に当り，いろいろご配慮頂き厚く御礼申し上げます。昨日，よう

やく御礼状を書きお届けすることができます。保護者会から頂きました志の件で弟に御礼状を書くように

話しましたので，ずっと考えていたようです。本人の気持ちの御礼状です。 

 

 

 

 

 

涙がにじんで来ました。弟は作業所の通うようになってから，心を開いて，人とお話し出来るようになり

ました。心と身体を育て守って来て下さった諸先生方，保護者会の皆々様に感謝の気持ちで一杯です。あ

りがとうございました。 

母は，11月 12日で満 98歳。毎日来て下さるヘルパーさん，訪問診療，訪問看護師，訪問歯科の方々

に支えられ，弟との２人で暮らしていました。心臓の弱りから寒い時期，暖かいところで生活することを

医師から進められました。家をはなれることは，はじめての親子ですが，幸い２人一緒に施設に入ること

が出来ました。10人のユニットで個室に入り，食事も母と同じテーブル。弟は，何かと母に気配りをし，

母も弟を頼りにし，お互いに安心していると思います。 

御礼状を書くとき，「松本先生は何と言っていた？」作業所を退所したことに納得いかないようです。 

「歳だから…若い人が，作業所に入るのを待っている…」と返答しましたが… 

『明日死すとも，今日，リンゴの木を植える』という言葉のような気持ちを持って，今日まで，皆様に生

かされてきたようです。諸先生方，保護者会の皆様，ありがとうございました。 

今後共，これまでのご縁を大切にご指導，ご支援をお願い申しあげ，御礼のあいさつと致します。 

長い間，本当にありがとうございました。       平成 25年 12月 14日   佐賀 寿子 

まだまだ経験不足ですが，明るさを

モットーに頑張ります。 

 （生活支援員：中田イチ子） 

長い間みな様とお仕事させて下さり誠にありがとうございます。みな様とお会いして長い

ように思いますが，まるできのうお会いしたかのようにみじかく思えます。みな様の健康

と御多幸をお願いします。          平成 25年 12月 14日 古川 精信 

手すりに滑り止め！ 

安全面もバッチリ❤ 

訃 報 

 

ワークつるがやで仲間と一緒

に仕事をしてきた福來昭信さん

が，病気療養中のところ，去る

平成 25年 7月 13日に逝去さ

れました。 

心よりご冥福をお祈り申し上げ

ます。 


