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平成 29年度後援会会費等の状況 

平成 29 年６月３０日現在 

区 分 人数 計(円) 

正会員 75 872,400 

〃 協力金 1 10,000 

賛助会員 10 58,000 

団体会員 0 0 

寄附 1 30,000 

合計 86 970,400 

 

平成 29 年 4 月 19 日に後援会定期総会を開催し，平成 28 年度事業報告及び決算報

告，並びに平成 29 年度事業計画及び予算が承認されました。  

平成 28 年度決算 

収入の部                      

科 目 予算額 決算額 

会費 1,200,000 1,312,400 

寄附金 900,000 1,057,200 

繰越金 422,472 422,472 

合計 2,522,472 2,792,072 

支出の部 

科 目 予算額 決算額 

事務費 100,000 83,699 

活動費 50,000 15,911 

法人へ寄附 2,000,000 2,500,000 

予備費 372,472 0 

合計 2,522,472 2,599,610 

平成 28 年度収支差額    

 

平成 29 年度予算 

収入の部                      

科 目 予算額 

会費 1,200,000 

寄附金 1,000,000 

繰越金 192,462 

合計 2,392,462 

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 272,462 

合計 2,392,462 

 

（

次年度に繰越） 

【法人への寄附】（平成 29 年 2 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日） 

 [2,500,000 円]仙台つるがや福祉会後援会様 

 [1,000,000 円]ワークつるがや保護者会様 [100,000 円]髙橋建一様 

 [10,000 円]菅原美代子様 [3,000 円]小野恵子様 

【後援会関係】（平成 29 年 2 月 1 日～平成 29 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、髙橋誠様、星元子様 

[3,000 円]石田由貴様、小川政昭様、今野ゆみ様、須藤和弘様、 飯田勝男様 

      三浦茂子様 

正会員会費 

 [54,000 円]1 名 [36,000 円]3 名 [18,000 円]7 名 [10,800 円]46 名 

[10,000 円]3 名 [7,200 円]1 名  [3,600 円]14 名 

正会員協力金  

[10,000 円]1 名 

寄附金  

[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 佐藤 桂子 

幹事 上原 正嗣 

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 2,792,072 円－支出 2,599,610 円＝192,462 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） 

平成 29 年 6 月 1 日、法人関係者、工事関係者が参列して

らく四番館新築工事にあたり、地鎮祭が執り行なわれました。 

祭式の始まりと共に激しくなった風雨の中で参列者一同が

厳かに工事の無事を祈りました。 

 

19 号では、法人と後援会の平成 29 年度の事業計画を紹介しておりま

す。らく四番館の工事も着工しました。いまから楽しみに落成を待ち

わびたいと思います。 

紫陽花の色が美しく、色とりどりに映えると共に真夏 

の日差しが強くなる季節となりました。体調と相談し 

ながら健康に心掛け、上手に乗り越えていきましょう。 

― らく四番館新築工事 ― 

らく四番館の概要 

開所予定: 

平成 29 年 11 月 1 日 

住所:宮城野区鶴ケ谷 5-15 

実施事業:グループホーム 

    短期入所 相談支援 

定員:らく四番館 7 名 

   短期入所 2 名 

職員体制 

 管理者 1 名 世話人 1 名 

 サービス管理責任者 1 名 

 支援員若干名 

スケジュール 

入札 平成 29 年 4 月 

着工 平成 29 年 5 月 

竣工 平成 29 年 9 月 

開所 平成 29 年 11 月 

 

7 月に入り猛暑が続き、水分と扇風機がはなせないこの頃です。 

 会報「和めーる第 19 号」の発行にあたり、日ごろより当法人の事業運営にご理解とご支援を賜り、心よりお礼

申し上げます。 

昨年、社会福祉法が大きく改正され、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の制度

改革が行われました。当法人の主な取組みとしては、定款等の関係規程の改正、評議員会及び理事会の役割の変更

に伴う評議員（評議員会）及び理事及び監事（理事会）の再編成、法律に則り会議の開催や各種届出・報告等書類

の作成等々を行い、ようやく一段落ついたところです。 

今後は、法人に義務づけられた「地域における公益的な取組み」について検討してまいります。 

また、皆様からご協力を頂いております「らく四番館」の建設が始まりました。幸い、天候に恵まれ、基礎工事

や棟上げは計画より早く進んでおります。初の新築グループホームの完成を楽しみに、毎週打合せをおこなってい

るところです。 

この通信がお手元に届くころには、外壁や窓の工事が終わり、住宅らしくなっている予定です。完成しましたら、

オープンハウスを予定しておりますので、その折は是非お越しください。 

 

理事長 松本 和美 

URL：http:/tsurugaya-fukushi.jp/


 

平成 29 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)では、支援体制の充実や生

産活動の充実・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化も

進めながら製品 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した生活を支援する

ため、指定共同生活援助事業として既存の「らく壱番館」

「らく弐番館」「らく参番館」に続いて、29 年度に新たな

開設を予定している「らく四番館」も含めて事業の充実を

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、モニタリングによる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 28 年度 決算報告 

サービス増減 25,281,832 円  

内訳【収益】 

障害福祉サービス等事業収益 198,439,206 

経営経費寄付金収益 2,789,000 

サービス活動収益計 201,228,206 

 

就労事業等活動増減差額 0 円   

 内訳【収益】 10,637,602 円 

   【費用】 10,637,602 円 

 

○事業計画 

(3) 理事会開催  年 2回以上  

(4) 評議員会開催 年 1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)新事業検討委員会の開催(年 6回) 

 

○理事・監事（敬称略） 

 任期:平成 29 年 4 月 1 日～約 2 年間） 

理事長 松本 和美 当法人理事長 

理事 佐藤 敬 まほろばの里向山施設長 

理事 宍戸 武夫 ワークつるがや保護者会長 

理事 飯田 勝男 保護司 

理事 藤島 省太 宮城教育大学教授 

理事 紺野 英夫 ワークつるがや・らく壱番館施設長 

監事 渡邉 努 行政書士 

監事 深田 一弥 税理士 

理事会の役割 

①業務執行の決定 

②代表理事等の職務の監視を担う 

 

                  

ワーク 

つるがや 

調理員 加藤みえ子 平成29年3月1日 

支援員 鈴木 裕子 平成29年4月1日 

支援員 塚田小百合 平成29年4月1日 

支援員 亀山 知紀 平成29年4月1日 

支援員 朝熊 香 平成29年4月1日 

支援員 横田あかり 平成29年4月1日 

らく壱番館 支援員 久我香麻理 平成29年5月1日 

 

鶴谷特別支援学校を卒業

し、ワークに入りました。 

あいさつをきちんとするこ

とができ、お仕事もバリバ

リしています。 

○ワークつるがや在籍数 88 名(平成 29年 4月 1日現在) 

   生活介護 47 名 

   就労継続支援 B 型 41 名 

○グループホーム在籍数 19 名(平成 29年 4月 1日現在) 

○プランつるがや利用者数93名(平成29年4月1日現在) 

○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 

【費用】 

人件費 134,427,279 

事業費 21,914,045 

事務費 16,214,839 

減価償却費 16,036,985 

国庫補助金等特別積立金取崩額 △12,646,774 

サービス活動費用計 175,946,374 

 

鶴谷特別支援学校を卒業

し、ワークに入りました。 

大きな身体で細かいお仕

事を頑張っています。 

 

6 月 15 日(木)に保

護者向け研修会を開

催致しました。法人

運営や日中活動(ワ

ーク)等の様子をス

ライドとともにご報

告しました。2 時間

座りっぱなしではあ

りましたが、皆さん

に真剣に聞いていた

だきました。 

その後、気分を切り替

えて、「エコバック」

作りを行ないました。 

説明が悪くてんやわ

んやでしたが、楽しそ

うに作っていただき

ました。 

アイスマシン ST 

 

利用者さんがいつも食

べている「給食」を保

護者の皆様にも試食し

ていただきました。 

デザートは「ソフトク

リーム」でした。寄贈

していただいたアイス

マシンで自分たちで作

りました。 
 

皆様の温かいお気持ちのおかげでレシートがたまり

「おやつ」をいただきました。ありがとうございま

した。 

後援会では、今後も継続していますので、毎月 11

日はザ・ビック仙台南光台店でたくさん買い物しま

しょう！！ご協力、よろしくお願い致します。 

○評議員 （敬称略） 

任期:平成 29 年 4 月 1 日～約 4 年間） 

評議員 伊藤 恒幸 弁護士 

評議員 小池 英一 (福)仙台はげみの会評議員 

評議員 佐々木剛一 民生児童委員協議会会長 

評議員 芳賀 恭司 地域包括支援センター長 

評議員 横澤 行夫 (学)お人形社学園理事長 

評議員 畑山みさ子 宮城学院女子大学名誉教授 

評議員 三品 恵一 民生児童委員協議会会長 

評議員会の役割 

業務執行機関である理事及び理事会を監督、牽制すると

ともに理事及び監事の選任・解任、さらに定款の変更な

ど法律並びに定款に定められた重要な事項の決定を行

なう意思決定機関 


