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皆様からのあたたかいご協力・ご支援により第 15 号を発行するこ

とができました。より多くの方に『仙台つるがや福祉会』を知って

いただくためにこれからも活動をしていこうと思います。次回は、

来年２月です。お楽しみに❤     会報委員一同 

仙台つるがや福祉会の成長に向けて  

                                ワークつるがや・らく壱番館 

施設長  紺野 英夫 

 

 仙台つるがや福祉会法人設立から１０年目を迎える節目の年に入っております。これまでの激動期を乗り越えて来

られた秋葉前理事長を始めとする多くの方々のご奮闘に，あらためて敬意を表すものであります。また，これまで長

く法人を支えていただいております後援会の会員・賛助会員の皆様にも感謝を申し上げます。 

 私は，昨年６月に赴任して早１年を経過したところですが，諸先輩方がこれまで作り上げて来られた法人をいかに

引き継いで成長させていくか，特にその点を意識してまいりたいと考えております。 

 ところで，その「成長」の一つとして，経営基盤の安定性が挙げられるのではないでしょうか。決して簡単なこと

ではないのですが，「ワークつるがや」に続く新たな事業所の立ち上げは，安定性に繋がっていくものであり，仙台

市障害福祉計画等の情報収集もしながら，実現に向けて取り組んでまいります。 

 それから，利用者支援の観点からの「成長」として，人材育成が挙げられます。「ワークつるがや」開設当初より，

宮城教育大学教授の協力の下に，支援員が、毎月，現場で直接アドバイスを受けており，支援力の向上に繋げられて

きています。また，様々な所内研修や外部研修を通して職員の研鑽にも努めてきているところです。 

 つきましては，皆様方には今後も引き続き仙台つるがや福祉会へのご支援，ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 
                         

 

 

平成 27年度後援会会費等の状況 

平成 27 年６月３０日現在 

区 分 人数 計(円) 

正会員 76 879,700 

〃 協力金 0 0 

賛助会員 9 52,000 

団体会員 0 0 

寄附 1 1,400 

合計 86 933,100 

 

平成 27 年 5 月 14 日に後援会定期総会を開催し，平成 26 年度事業報告及び決算報

告，並びに平成 27 年度事業計画及び予算が承認されました。  

平成 26 年度決算 

収入の部                      

科 目 予算額 決算額 

会費 1,200,000 1,374,800 

寄附金 800,000 1,069,200 

繰越金 302,119 302,119 

合計 2,302,119 2,746,119 

支出の部 

科 目 予算額 決算額 

事務費 70,000 29,674 

活動費 50,000 19,472 

法人へ寄附 1,800,000 2,500,000 

予備費 382,119 0 

合計 2,302,119 2,549,146 

平成 26 年度収支差額    

 

平成 27 年度予算 

収入の部                      

科 目 予算額 

会費 1,200,000 

寄附金 900,000 

繰越金 196,973 

合計 2,296,973 

支出の部 

科 目 予算額 

事務費 70,000 

活動費 50,000 

法人へ寄附 2,000,000 

予備費 176,973 

合計 2,296,973 

 

（

次年度に繰越） 

仙台つるがや福祉会後援会 

【法人への寄附】（平成 27 年 2 月 16 日～平成 27 年 6 月 30 日） 

[2,500,000 円]仙台つるがや福祉会後援会様  

[100,000 円]髙橋建一様 [10,000 円]匿名希望様 

 

【後援会関係】（平成 27 年 2 月 16 日～平成 27 年 6 月 30 日） 

賛助会員会費 [15,000 円]石原和浩様・雅子様  

[12,000 円]木村しづ江様  [10,000 円]大庭美知子様 

[6,000 円]伊藤純一様、星元子様 

[3,000 円]安達亮太様、安藤冷子様、石田由貴様、金澤和子様、今野ゆみ様 

     永井貞子様、土生絹子様、丸山津多夫様、吉冨高子様 

正会員会費  [54,000 円]1 名 [36,000 円]3 名 [21,600 円]1 名 

[18,000 円]46 名 [10,100 円]1 名 [10,000 円]2 名  

[7,200 円]1 名 [3,600 円]15 名 

 寄附金 [50,000 円]サークルまあむ様 [1,400 円]瀬ノ上様    

 

 

   

 

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 佐藤 桂子 

幹事 紺野 英夫 

幹事 片平 幸代 

会計 安達 寿賀子 

会計 須藤 眞希子 

会計 星  元子 

監事 髙橋 建一 

監事 大庭 美知子 

 

（ 収入 2,746,119 円－支出 2,549,146 円＝196,973 円（次年度に繰越） 

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） 

 

去る 3 月 26 日に仙台つるがや福祉会後援会より、

250 万円のご寄附をいただきました。 

今回は、今後の事業のために、全額積み立てをさせて

いただきます。毎年の皆様方の温かいご支援にあらた

めて心より厚く御礼申し上げます。 

ありがとうございました。 （理事長 松本 和美） 

相談事業「プランつるがや」は２年目に入りました。 

利用者の家庭での様子を詳しく知ることで、現在の生

活やこれからの生活についてご家族・ご本人と考える

時間を持つことが出来ました。その中で、生活に変化

が見られたり、新たなサービスの利用により生活の不

便が解消できたことは大きな成果でした。また、皆様

よりお聞きした要望・ご意見は、各事業所間で情報の

共有を行なっております。 

 今後も皆様と一緒に考えながら相談支援を進めて

いきますので、よろしくお願い致します。 

         （相談支援専門員 小松 裕子） 

 

URL：http:/tsurugaya-fukushi.jp/


 

人件費支出 122,273,353 

事務費支出 17,472,013 

事業費支出 22,463,184 

減価償却費 19,879,420 

引当金繰入 736,764 

福祉事業活動支出計 182,824,734 

平成２７年度事業計画 

○基本方針 

 本法人は、基本理念の元、障害者総合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。

特に麺の製造販売、軽食喫茶室「なご味」の運営については、

「うどん移動販売車」を活用し、イベント等に多く参加し、

販路の拡大を図るとともに、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。また、

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」「らく参番館」にお

ける指定共同生活援助事業の充実に取り組みます。さらに、

指定特定・障害児相談支援事業所「プランつるがや」では、

引き続き関係機関との連携を及び社会資源の活用を図りなが

ら、支援を継続していきます。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 26 年度 決算報告 

福祉事業活動収支差額  26,377,591 円 

内訳【収入】 

自立支援費等収入 175,058,036 

補助事業等収入 10,923,255 

寄附金収入 4,254,000 

雑収入 2,898,621 

引当金戻入 166,932 

国庫補助金等特別積立金取崩額 15,901,481 

福祉事業活動収入計 209,202,325 

【支出】 

就労事業等活動収支差額 213,615 円 

 内訳【収入】１０，９８３，６６６円 

   【支出】１０，７７０，０５１円 

 

○事業計画 

(3) 理事会開催  年 2 回以上  

(4) 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販売強化 

(５)後援会との協力の強化 

(６)新事業計画検討委員会の開催(年 6 回) 

 

○理事・監事・評議員 （敬称略） 

任期:平成 26 年 6 月 5 日～2 年間） 

理事長 松本 和美 学識経験者 

理事・評議員 伊藤 恒幸 学識経験者 

理事 宍戸 武夫 保護者代表 

理事・評議員 佐藤 敬 学識経験者 

理事 横澤 文代 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 紺野 英夫 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 小池 英一 学識経験者 

監事 渡邉 努 財務諸表等の監査 

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 小野 恵子 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 陸郎 地域代表者 

評議員 後藤 順一 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 

 

○新職員                  

ワーク 

つるがや 

支援員 皆方 香 平成 27 年 4 月 1 日 

調理員 矢吹 佳子 平成 27 年 4 月 1 日 

 

和泉 翔さん♠ 

小松島支援学校を卒業し、ワークにきました。 

ちょっと恥ずかしがりやな男の子です。気は優し

くて、力持ち♪、運搬作業を頑張っています。 

○ワークつるがや在籍数 85 名(平成 27 年 4 月 1 日現在) 

   生活介護 46 名 

   就労継続支援 B 型 39 名 

○グループホーム在籍数 19 名(平成 27 年 4 月 1 日現在) 

工藤 咲子さん❤ 

いずみ支援学校専攻科を卒業し、ワークにきました。 

元気なあいさつと笑顔が素敵な女の子です。いろいろ

な作業を頑張っています。 

○中長期計画 

(1) グループホームらく四番館の建設  

(2) 日中活動の事業所の立ち上げ 

ワークつるがやの作業や行事、グループホームの生活、法

人の報告などつるがや福祉会のことがなんでもわかるホー

ムページをリニューアル! 是非、アクセスを！！ 

 

美味しい「なご味うどん」を是非、

ご贈答用としてご利用下さい。地方発送いたします。(クー

ル便・送料別途)たくさんのご注文をお待ちしています。 

 

なご味うどん:10 袋 

     化粧箱入り 

 2,700 円 送料:別途 

 


