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着実な歩みを 

   

 

 寒い毎日が続きますが、日差しの中に春の訪れが感じられる時季となりました。会報「和めーる」発行にあた

り、日ごろより当法人の事業運営にご理解とご支援を賜り、あらためて心よりお礼申し上げます。 

 平成 23 年「障害者虐待防止法」の成立、平成 25 年「障害者差別解消法」の制定や平成 26 年の国連「障害者

権利条約」の批准により、日本でも障害を理由とした差別を解消し、誰もが安心して暮らせる豊かな共生社会を

めざす方向に舵が取られています。 

 当法人でも、障害のある人とその家族が安心して暮らせるよう事業展開をはかってまいりました。 

 今年度の取り組みの一つは、障害者総合支援法に基づき、昨年 4 月に開始した特定・障害児相談支援事業「プ

ランつるがや」です。まだ 1 年弱ですが、主としてワークつるがやの利用者さんとその家族との計画相談支援を

とおして、利用者の家庭での様子が詳しく把握できたこと、新たなサービスの利用につなげて現在の生活の不便

を解消することができたこと、将来の暮らしに関する考えの確認ができたことは、大きな成果でした。 

 また、昨年 7 月より「グループホーム計画検討委員会」を定期的に開催し、鶴ケ谷 5 丁目に保有している土地

の活用について検討を行なっております。グループホームの現状と課題の整理、保護者へのアンケートによるニ

ーズ調査などを踏まえながら、来年度も引き続き検討を重ねてまいります。 

 法人設立から 8 年が経過しました。歩みはゆっくりではありますが、一つ一つの課題を着実に形にしてまいり

たいと考えております。 

 当法人に関わる方々や後援会会員の皆様のご支援を、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 

 

  

 

平成 26 年度後援会会費等の状況 

平成 27 年 2 月 15 日現在 

区 分 人数 計(円) 

正会員 77 970,800 

〃 協力金 65 852,200 

賛助会員 83 360,000 

団体会員 2 20,000 

寄附 5 167,000 

合計 232 2,370,000 

 

後援会会員募集 

仙台つるがや福祉会後援会では一人でも多くの方にご協力をいただ

けるよう、会員を募集しています。 

賛助会員は、一口年額 3,000 円からご加入いただけますので、皆様

のご協力をお願い致します。 

納入方法：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 

問い合わせ先：022-395-7966 （ワークつるがや内） 

【法人への寄附】（平成 26 年 7 月 1 日～平成 27 年 2 月 15 日） 

[230,000 円]中島健二様  [100,000 円]秋田喜枝子様  [50,000 円]諏訪部達雄様  

[20,000 円]海野佳代子様，谷村正様  [10,000 円]佐藤みき子様，佐藤良晴様 

 

【後援会関係】（平成 26 年 7 月 1 日～平成 27 年 2 月 15 日） 

賛助会員会費 [15,000 円]石原和浩様・雅子様，紺野英夫様，松本和美様     [10,000 円]安達裕樹様，佐々木謙様 

       [9,000 円]片平幸代様，吉川敏孝様，高橋誠様，藤島省太様，横山豊様  

[6,000 円]阿部美香様，伊藤純一様，小野寺とよ子様，今野あや子様，佐藤敬様，千葉直樹様，星元子様 

[3,000 円]青山英史様，青山和正様，青山佳代様，青山ひさ様，我妻章様，浅野佳子様，安食直人様，池田幸子様， 

伊藤恒幸様，伊藤保明様，大倉慶子様，太田トク様，大前典男様，岡崎長様，加川美佐子様，門脇小夜様，金沢克仁様， 

金沢有紀様，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，小鎌邦雄様，小松裕子様，今野裕章様， 

今野ゆみ様，佐々木剛一様，佐藤尚広様，宍戸充様，宍戸美由紀様，清水京子様，白岩睦博様，荘司孝雄様， 

菅原恵子様，菅原朋代様，清野隆広様，髙城圭子様，高田惠子様，高橋笑子様，髙橋成子様，髙橋むつ子様， 

谷村拓也様，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，沼倉和也様，間恵子様，橋本顕様， 

藤崎研二様，丸山津多夫様，三浦茂子様，宮沢貴子様，宮沢凛様，森谷順吉様，横澤行夫様，横山秀子様，吉富高子様， 

渡邊ナツエ様 

正会員会費  [18,000 円]1 名 [10,800 円]4 名 [7,000 円]1 名 [3,600 円]2 名 

正会員協力金 [50,000 円]1 名 [30,000 円]5 名 [20,000 円]9 名 [10,000 円]45 名 [5,000 円]3 名 [3,600 円]2 名 

団体会員  [10,000 円]てんかん専門病院ベーテル様，匿名希望様 

 寄附金   [80,000 円]熊坂皮膚科様 [20,000 円]福来昭男様 [10,000 円]佐藤桂子様       

 

 

   

 

「軽食喫茶 なご味」が、平成 27 年 2 月に仙

台市宮城野保健所長より、食品衛生優良施設とし

て、表彰されました。「なご味」では、清掃から

洗浄、調理に至るまで、徹底した衛生管理を行な

っています。 

 開店 8 年目に日頃の努力が認められたことは

誠に喜ばしいことです。 

 これからも益々「美」を追求していきます。 

○新職員                  

ワーク 

つるがや 

支援員 大宮 政志 平成 26 年７月 15 日 

調理員 林  美智 平成 26 年 7 月 22 日 

支援員 三浦  歩 平成 26 年 8 月 18 日 

支援員 菅井 寛子 平成 26 年 10 月 1 日 

事務員 堀口 茂子 平成 26 年 10 月 1 日 

支援員 大久保綾佳 平成 27 年 1 月 1 日 

 

 

社会福祉法人 仙台つるがや福祉会 

理事長 松本 和美 

 

今回も明るく生き生きと過ごす

利用者さんたちの様子をお伝えで

きる会報に仕上がったと満足して

おります。 

  

 

 先日、「ナマイキ TV」でなご味

うどんを紹介していただきました。

お客様がたくさんきていただける

ことを願っております。 

          会報委員会 
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及川裕司さんが新成人となりました。 

これからも健康に気を付け、お仕事を頑張ってください。 

ワークつるがやでは、仙台市のごみ減量作戦の一役を担って、生ごみを堆肥にするための商品を製造販売しています。

この商品は、NPO 法人生ごみネットワークさんが、各区で開催している「生ごみ堆肥化講座」などで使用していただ

いております。 

この度、篠原富雄様(公益財団法人みやぎ・環境とくらしネットワーク)と山崎富子様(仙台生ごみリサイクルネットワ

ーク)及び保護者会のご協力により、ワークつるがやでも給食の残菜等を堆肥化してリサイクルを図る取り組みを始め

ました。 

生ごみをぼかしと混ぜてコンポストに入れれば、分解・発酵が進んで栄養満点の堆肥に大変身！！  

春からの畑や花壇作りが楽しみです。 

なお、ワークでは、ご希望により使い方の支援や作り方講座の企画を行なっています。 

「おしごと、がんばります」 

コンポスト・１号 

平成 26年 10月 11日(土) 快晴☀の下にワークまつりが開催されました。 

 当日は、つるがや福祉作業所から 20年仕事を続けた方への「永年勤続表彰式」に続いて、 

ステージ発表や出店での買物、参加者のおしゃべりに花が咲きました。 

 

佐久間直江さん 

「お仕事、 

がんばります。」 

９施設の出店 

ご協力、ありがとうございました。 

 

前坂中央レディース 

クラブの皆さん 

盆踊りをご一緒に♪ 

すずめっ子つぶらの皆さん。 

 

アニパルさん 

歌に踊りに♪ 

最後まで参加してく

れました。 

「茶遊庵」 

本格お茶席！ 

岡崎夫妻❤ 

綿あめ・ポップ 

コーンは、おなじ 

みの福來チーム☆ 

皆様へ 

20 歳のお祝いをしていただきあ

りがとうございました。皆様のお

かげで今があります。これからも

よろしくお願いします。（母） 

保護者会のバザーは、 

早い者勝ち！ 

焼き鳥は、あっという

間に完売！！ 

ダンスクラブメン

バーは、「恋するフ

ォーチュンクッキ

ー」を披露♪ 

二十歳の息子へ 

20 歳、おめでとう。 

元気にワークに行っ

てくれることがうれ

しいです。 母より 

始めの一歩！ 

皆で作り方の学習。 

ぼかしⅠ型 (1 ㎏ 350 円) 

(生ごみ発酵促進剤) 

  

  

ぼかしⅡ型 (1 ㎏ 450 円) 

(発酵有機肥料)  

  

堆肥化セット \750 

 腐葉土・もみ殻燻炭・米ぬか  

  

横尾健二さん 

「これからも 

お仕事、がん 

ばります。」 

 

職員バンド 

「マカロニサラダ―ズ」

で皆、ノリ♪ノリ♪ 

昨年秋、2 泊３日で東

京・横浜へ旅行に行きま

した。総勢 30 名での新

幹線移動はドキドキでし

た。お台場・横浜中華街・

東京タワー・浅草と観光

名所を巡り、美味しい物

を食べ、楽しく過ごしま

した。 

もう一つのグループは、1 泊２日で山形へ。でん六豆の工場見学・笹野一

刀彫絵付け体験・米沢牛鍋を堪能❤温泉でのんびりし、カラオケを楽しみ

ました。 

グループホームでは、祝日に

「カラオケ」に行きました。 

歌って・食べて・飲んで(ジ

ュース)・・・と楽しく過ご

しました。 


