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平成 28年度後援会会費等の状況 

平成 28 年６月３０日現在 

区 分 人数 計(円) 

正会員 75 910,000 

〃 協力金 1 20,000 

賛助会員 24 106,000 

団体会員 0 0 

寄附 1 30,000 

合計 101 1,066,000 

 

平成 28 年 5 月 14 日に後援会定期総会を開催し，平成 27 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 27 年度決算 

収入の部                      

科 目 予算額 決算額 

会費 1,200,000 1,378,100 

寄附金 900,000 931,164 

繰越金 196,973 196,973 

合計 2,296,973 2,476,237 

支出の部 

科 目 予算額 決算額 

事務費 70,000 35,032 

活動費 50,000 18,733 

法人へ寄附 2,000,000 2,000,000 

予備費 176,973 0 

合計 2,296,973 2,053,765 

平成 27 年度収支差額    

 

平成 28 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 422,472 

合計 2,522,472 

支出の部 

科 目 予算額 

事務費 100,000 

活動費 50,000 

法人へ寄附 2,000,000 

予備費 372,472 

合計 2,522,472 

 

（

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 28 年 2 月 1 日～平成 28 年 6 月 30 日） 

[2,000,000 円]仙台つるがや福祉会後援会様  

[1,000,000 円]匿名希望様 [100,000 円]髙橋建一様 

【後援会関係】（平成 28 年 2 月 1 日～平成 28 年 6 月 30 日） 

賛助会員会費 [15,000 円]石原和浩様・雅子様  

[10,000 円]安達裕樹様，大庭美知子様，渡邉努様  

[9,000 円]安達亮太様，横山豊様  

[6,000 円]伊藤純一様，今野あや子様，星元子様  

 [3,000 円]石田由貴様，大倉慶子様，岡崎敦子様，加川美佐子様，倉田理子様 

      佐藤尚広様，菅井寛子様，菅原恵子様，須藤和弘様、髙橋むつ子様 

      中田イチ子様，堀口茂子様，三浦茂子様，矢吹佳子様，匿名希望様 

正会員会費 [54,000 円]1 名 [36,000 円]4 名 [21,600 円]1 名 

 [18,000 円]7 名 [10,800 円]47 名 [10,000 円]1 名  

[7,200 円]1 名 [3,600 円]14 名 

正会員協力金 [20,000 円]1 名 

寄附金 [58,964 円]ワークつるがや保護者会様 

 [30,000 円]サークルまあむ     

 

 

   

 

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 上原 正詞 

幹事 工藤 雪恵 

幹事 紺野 英夫 

幹事 片平 幸代 

会計 須藤 眞希子 

会計 和泉 美奈 

会計 星  元子 

監事 髙橋 建一 

監事 大庭 美知子 

 

（ 

収入 2,476,237 円－支出 2,053,765 円＝422,472 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） 

 

会報は、利用者の皆様の活動をビジュアルに掲載するよう心がけてきま

した。これからも活動の様子を発信していきます。今年も暑さの厳しい

夏を迎えます。暑さ対策を十分に行ない乗り越えていきましょう。 

「ワークつるがや」創立 10 周年を迎え、今回は、 

関係の深い方々に一面を飾っていただきました。 

基本理念の具現化を 

法人設立十周年にあたって 

 平成 15 年に、仙台市による「つるがや福祉作業所民営化」の方針が出されたことをうけ、当時の保

護者会有志の方々が中心となり、“自分たちの子供の幸せのために自分たちで作業所をつくる”決心を

されました。準備段階での多くの困難を乗り越え、平成 18 年 6 月 5 日付けで社会福祉法人の認可を

受け、翌年 4 月に念願の「ワークつるがや」開所の運びとなりました。私は、秋葉前理事長はじめ法人

設立の中心になって尽力された方々のご努力とご苦労、つるがや福祉作業所の保護者の皆様の協力姿勢

に頭の下がる思いでした。また、障害のある子供を持った親の思いの深さに感動させられたものでした。 

 あれから 10 年経過した今、社会の潮流は大きく変化し、虐待防止や差別解消など障害者の権利擁護

に関する法律が制定され、障害者の地域生活の推進や本人の意思決定が尊重されるようになりました。 

 このような考え方は、≪地域の中でその人らしく豊かな生活を営めるよう支援≫するとともに≪利用

者と家族が将来にわたり安心して暮らせるようサービスの提供に努める≫という法人設立にあたって

作成した法人の基本理念と一致しております。 

 法人は、この理念を具現化すべく、日中活動の事業に加えてグループホーム事業、相談支援事業を展

開してきました。これからも基本理念を念頭に≪関わるひとたちが協力し合って≫≪利用者と一人ひと

りの幸せを追求≫してまいりましょう。 

 この「和めーる」を手にされた皆様、 

今後ともご指導ご支援をよろしくお願い申し上げます。 

                          

法人設立から 10 年を経て 
 

≪ ≫内は当法人の基本理念の抜粋です。 

 社会福祉法人「仙台つるがや福祉会」は今年 6 月で設立

から 10 年になりました。設立までの 3 年の準備期間も入

れると私には随分長い歳月が流れたように感じます。 

 当時のつるがや福祉作業所保護者会の皆さんが団結し

て設立に必要な資金を拠出されました。また、いろいろな

場面で多くの方に助けて頂き、それらは深い感謝の念をも

って思い出します。 

 特に設立時から苦労を分かち合った前保護者代表理事

後藤晶子さん、同理事髙橋建一さん、前施設長松本和美さ

んに厚くお礼申し上げます。 

 現在、法人と施設職員の方々の努力が実り、ワークつる

がや、らく壱番館～参番館、プランつるがやは順調に発展

しております。 

 今後もいろいろな問題を乗り越えて発展が 

持続するよう心から願っております。 

前理事長 秋葉 巴也 

法人の更なる成長を期待して 

後援会会長 佐々木 謙 

日頃から後援会の活動にご協力を頂いてる

多くの皆様方には、改めて感謝申し上げます。 

私は縁あって、平成 20 年の後援会発足当初

から関わらせていただいておりますが、グルー

プホームや相談支援事業所の立ち上げ等、これ

まで法人が確かな歩みを築いてきたことに、大

変嬉しく思っているところです。 

ところで、法人設立は後援会発足の２年前の

平成 18 年 6 月になりますことから、今年は

10 周年を迎えております。今後の法人の更な

る成長を期待して、後援会としても側面からの

支援を継続してまいりたいと考えております。

多くの皆様型のご支援・ご協力をこれ 

からもよろしくお願い申し上げます。 

理事長 松本 和美 

URL：http:/tsurugaya-fukushi.jp/


 

平成 28 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。自主製品の販路拡大を図るため、ホームページの

充実化や他機関広報誌の活用をしながら製品PRに努める

と共に、「うどん移動販売車」による各地域へのイベント

行事への積極的参加とうどんを中心に販売委託の新たな

店舗の開拓にも取り組んでいきます。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を図るため利用者のニーズを確

認しながら取り組みます。なお、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、現行事業を継続します。 

 

平成 2７年度 決算報告 

サービス増減 21,419,448 円  

内訳【収益】 

障害福祉サービス等事業収益 194,513,988 

経営経費寄付金収益 3,366,000 

サービス活動収益計 197,879,988 

 

就労事業等活動増減差額 123,099 円   

 内訳【収益】 10,171,067 円 

   【費用】 10,047,968 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 2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 28 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 渡邉 努 学識経験者 

監事 深田 一弥 財務諸表等の監査 

評議員 小池 英一 学識経験者 

評議員 阿部 眞伍 地域代表者 

評議員 大庭美知子 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 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 

評議員 横山 豊 学識経験者 

 

○新職員                  

ワーク 

つるがや 

支援員 渡辺 椋介 平成 28 年 3 月 1 日 

支援員 原田 歩実 平成 28 年 4 月 1 日 

支援員 岡崎 敦子 平成 28 年 6 月 1 日 

調理員 加藤万里子 平成 28 年 6 月 1 日 

 

鶴谷特別支援学校を卒業し、ワークにきまし

た。とっても積極的にお仕事を頑張っていま

す。音楽とおしゃべりが大好き❤お笑いの物真

似が得意です！葦みがきを頑張ってます 

○ワークつるがや在籍数 86 名(平成 28 年 4 月 1 日現在) 

   生活介護 46 名 

   就労継続支援 B 型 40 名 

○グループホーム在籍数 19 名(平成 28 年 4 月 1 日現在) 

○中長期計画 

(3) グループホームらく四番館の建設  

(4) 日中活動の事業所の立ち上げ 

【費用】 

人件費 134,987,551 

事業費 22,503,600 

事務費 15,298,814 

減価償却費 18,136,904 

国庫補助金等特別積立金取崩額 △14,466,329 

サービス活動費用計 176,460,540 

 

利用者さんの健康管理のために「歯科教育」

と「総合健康診断」を実施しています。 

 
「健康診断」では問診票を片手に①尿検査②レント

ゲン③計測 ④採血と館内を移動します。86名の利

用者さんは、順番を待ち、それぞれの指示をよく聞

いて受診します。今年は全員参加！10 年目にして初

めてです❤テキパキと動いてくれるので、2 時間程

で全員の検査が終了！採血も慣れてきて「ぐずぐず」

する人はだいぶ少なくなりました。 

 
①尿検査 

  

②胸部レントゲン 

  

④採血 ③計測(身長・体重） 

⑤バナナ♪ 

朝食代わりにいただきます。健診後もお仕事が

あるので腹ごしらえです。 

「歯科教育」は、歯みがき指導が中心です。鏡を見

ながらのブラッシング！普段よりも丁寧に真剣に磨

いていました。「歯ブラシはくたびれていないか」「歯

みがき粉はつけすぎじゃないか」「同じところだけ磨

いていないか」等々確認事項を再度確認しました。

美味しく給食を食べるためにも「健康な歯」は大事！ 

 

鏡をみながらのブラ

ッシング！真剣な眼

差し！汚れはちゃん

と取れたかな？ 

 
工賃向上、なご味集客の

ため、「アイスマシン」

を購入していただきま

した。上手に巻ける様、

練習必須ですね。美味し

いアイスクリームも販

売してますので、是非、

なご味に来て下さい！ 


