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平成 29 年度後援会会費等の状況 

平成 30 年 1 月 31 日現在 

区 分 人数 金額(円) 

正会員 82 1,002,000 

〃 協力金 71 947,200 

賛助会員会費 83 378,000 

団体会員 0 0 

寄附金 1 30,000 

合計 237 2,357,200 

 

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 29 年 7 月 1 日～平成 30 年 1 月 31 日） 

  [200,000 円]七十七銀行愛の募金会様  [100,000 円]安達裕治様  [80,000 円]ワークつるがや保護者会様 

  [30,000 円]匿名希望様 [10,000 円]佐藤良晴様 

【後援会関係】（平成 29 年 7 月 1 日～平成 30 年 1 月 31 日） 

賛助会員会費  

[15,000 円]紺野英夫様、松本和美様 [12,000 円]木村しづ江様 [10,000 円]安達裕樹様、佐々木謙様 

[9,000 円]安達亮太様、片平幸代様、谷村拓也様、畑山みさ子様、藤島省太様、横山豊様  

[6,000 円]小野寺とよ子様、小林博之様、小松裕子様、佐藤敬様、菅井寛子様、千葉直樹様 

[3,000 円]青山英史様、青山和正様、青山奈央様、青山ひさ様、阿部美香様、池田幸子様、伊藤恒幸様、池町まり子様 

      入江美子様、大倉慶子様、小川美和子様、小野寺正代様、加川美佐子様、加藤万里子様、加藤みえ子様、 

      金澤和子様、小池英一様、小鎌邦雄様、坂本佳代様、佐々木剛一様、宍戸充様、宍戸美由紀様、清水京子様、 

      庄子和沙様、荘司孝雄様、庄子哲子様、進藤道子様、菅原恵子様、菅原朋代様、須和部貴宣様、髙城圭子様、 

      高田惠子様、髙橋笑子様、髙橋成輔様、髙橋むつ子様、田代暢子様、千葉義民様、豊川くみ子様、永井貞子様、 

      中田イチ子様、沼倉和也様、芳賀恭司様、間恵子様、橋本顕様、土生絹子様、深田一弥様、堀口茂子様、 

      宮沢貴子様、宮沢凛様、森谷順吉様、矢吹佳子様、山田孔明様、横澤行夫様、横田意美子様、吉冨高子様、匿名希望様 

正会員会費    

[36,000 円]1 名 [21,600 円]1 名 [18,000 円]1 名 [10,800 円]3 名 [3,600 円]3 名  

正会員協力金  

[50,000 円]2 名 [30,000 円]7 名 [20,000 円]3 名 [10,000 円]56 名 [3,600 円]2 名 

法人設立 10 年経過後の新たな一歩 理事長 松本 和美 

「グループホームらく四番館等」の建設工事は、昨年 10 月 20 日に引き渡しを受け、事前のオープン

ハウスでは、近隣の方々や役員、ワークつるがや関係の方々が多数来館して下さり、明るく広々とした

建物にお褒めのことばを頂きました。そして、予定どおり 11 月 1 日に「らく四番館」がオープンし、

利用者 7 名が生活を始めています。「プランつるがや」も移転し、専用の相談室ができたので、来所者

にも喜んで頂いております。 

 さらに、明るいニュースがあります。 

 それは、昨年 12 月のある日のことです。法人の運営会議中、仙台市障害者支援課から一通の文書が

届きました。内容は新たに整備する生活介護事業に関し、当法人が提出した計画が選定されたという通

知でした。 

仙台市障害者保健福祉計画では、二年毎に特別支援学校等の卒業生のための日中活動の場として、生

活介護事業所を作ることになっています。次の計画は、平成 31 年度オープン予定で、青葉区貝ケ森に

生活介護事業所を整備するというもので、昨年 8 月に事業の募集がありました。 

当法人では、設立以来、「利用者とその家族が、将来にわたって安心して暮らせるようきめ細かいサ

ービスの提供に努める」ことを基本理念として、短期入所やグループホーム、計画相談支援に取り組ん

でおりますが、運営は極めて厳しいものとなっています。しかし、今後もグループホームや相談支援を

拡充し、利用者やご家族の地域生活を支援していくことが求められています。 

このような状況の中で、法人では新たな日中活動事業所を運営し、法人の経営基盤を確固たるものに

していく必要があることを中長期計画に定めております。また、新たな展開を図ることによって支援の

幅を広げ、支援力を高めていくことは、事業全体の質の向上につながります。 

そこで、昨年の仙台市による生活介護事業募集に対して理事会の承認を得て応募した結果、当法人の

事業計画が選定された次第です。 

これから施設建設、職員確保、支援内容の検討等々、多くの課題を乗り越えていかなければなりませ

ん。新しい活動の場を待っている方々のことを思うと責任の重さに身の引き締まる思いがいたします。 

選定されたことに責任と感謝の気持ちを持ちながら、役職員一丸となって、利用する方々が“安心し

て楽しく過ごせる活動の場”を目指して取り組んでいく覚悟です。 

 

皆様の一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

10年間の想い出を綴り

ました。歴史を積み「か

さね」ることで、今後も

さらに成長していける

ようたくさんの思いを

かさねていきたいです。 

利用者さん達のメッセ

ージが盛り沢山載って

いますので、ゆっくりご

覧ください。 

立春も過ぎ、暦の上では春がやってきました。 

今年の冬は、インフルエンザＡ型、Ｂ型のダブル大流行

となりました。また、朝の氷点下や日中の風の冷たさと厳

しく寒い日々が続いております。体調管理に気配りを忘れ

ずに過ごしていただきたいと思います。 

しかし、この頃は、日差しの中からちょっとずつですが、

春らしい気配も感じられ、“春よ来い”“早く来い”と待ち

遠しく思っております。 

 会報「和めーる」も 20 号を迎えました。今回は、グル

ープホームらく四番館を紹介しております。今後もさらに 

充実した内容になるよう努めてまいります。 

       （記・会報委員会 委員長 佐々木） 

URL：http:/tsurugaya-fukushi.jp/


 

 昨年 10 月は、「らく四番館」入居者の引っ越し、事務室の移動、プランつるがやの移転準備…

とてんやわんやでしたが、予定通り、11 月 1 日に開所しました。 

開所前のオープンハウスでは、地域の方や保護者、利用者、職員にもお披露目をしました。 

菅原 芳明さんが新成人となり、お祝いの会を開きました。 

若い power でお仕事を頑張ってください。 

胸がいっぱい…嬉しい…と 

入場からずっと感激してました。 

涙、涙の嬉しいお祝い会でした。 

 

「なご味」の存在が地域の方に周知されてない…集客数

が伸びない…と悩んでいたところ、「七十七銀行愛の募

金会」様の助成募集がありました。「周知のための大き

な看板が欲しい」という願いが届き、助成が決定！南側

法面に大きな看板を設置しました。ワークつるがや保護

者会様からも看板への寄付をいただきました。  

ご支援ありがとうございました。 

保護者会長様から 

七十七銀行 

愛の募金会様から 

贈呈式にて 

利用者さんからお礼の言葉 

南側法面の看板 

「ワークつるがや」が仙台市から『福祉避難所』の指定を受けました。 

災害発生時に、必要に応じて『福祉避難所』として開設いたします。 

『福祉避難所』とは… 

地震や風水害、その他の災害が発生した場合、避難所での生活において特

別な配慮を必要とする方々が避難する避難所のこと。対象者は、高齢者や

障害者等の支援が必要な方になります。 

東日本大震災のような災害が起こらないことを願っていますが、万が一の

非常事態にも対応できるよう、準備をしていきます。 

成人を祝う会では、お心の

こもったお祝いをして頂き、

ありがとうございました。 

たくさんの皆様に温かく

支えて頂き無事に元気で二

十歳を迎えることが出来て

一安心しております。 

今後も様々な経験を通し

て、芳明らしく楽しく充実し

た生活を送れる様、頑張って

欲しいと願っています。 

皆様、どうぞよろしくお願

い致します。 
菅原 芳明 母 

職員からのお祝いのことば 

たくさんのお客様がく

るように… 

皆様の御来店をお待ち

しております 

 

利用者・保護者・職員が一堂に集まり、新年会

を開催しました。今回から、四番館も増え、60

名を超える大宴会となりました。飲んで・食べ

て・歌って♪楽しい夜を過ごしました。 

 

好天の中、勤続 40 年、20 年の表彰式やすずめ

踊り等のステージ発表、他施設のテント販売と… 

とても盛大に行ないました。 

 

29.10.14(土)開催 

 

A:9.14(木)～15(金) B:9.21(木)～22(金) 1 泊 2 日で栃木県方面へ。 

船生かぶき村で人情劇を観劇、日光花いちもんめで秋の花達を観賞、日光おかき村

の見学、宇都宮餃子を食べてきた楽しい旅行でした。 

夕食だ!「いただきま～す！」「おいしい♪」 

 

それぞれゆっくりくつろぎタイム～♪ 

プラン専用の「相談室」です。 

ゆっくりお話しができますよ。 
明るく、ゆったり 

眺めもよくて明るいです。 

バリバリ仕事がはかどります♪ 

利用者さんからお祝いのことば 

 


