
青葉西支部 平成30年度仙台市老人福祉施設協議会会員名簿 平成30年9月4日現在

№ 種別 施設名 設置法人 〒 住　　　所 施設長名 電話 ファックス メール 入所 ショート デイ

1 養護 吉成苑 大石ヶ原会 989-3204 青葉区南吉成7-14-1 西島　淳武 719‐1720 719‐1721 oisihara@poem.ocn.ne.jp 60 － -

2 特養 エコーが丘 陽光福祉会 989-3212 青葉区芋沢字横前1-2 髙木　学 391-3371 391-3373 echogaoka-info@yokofuku.or.jp 70 30 -

3 特養 大石原苑 大石ヶ原会 989-3204 青葉区南吉成7-14-1 笹原　信也 719‐1717 719‐1718 oisihara@poem.ocn.ne.jp 50 20 -

4 特養 思行園 共和会 989-3213 青葉区大倉字大原新田26-12 手塚　雅明 393‐2061 393‐2461 info@shikouen.com 50 10 -

5 特養 自生苑 自生会 989-3212 青葉区芋沢字青野木581-1 山本　邦男 394-5545 394‐4620 jisyouen002@jisyoukai.net 70 20 -

6 特養 仙台敬寿園 敬寿会 989-3125 青葉区下愛子字田中3-1 氏家　栄市 302‐8338 392‐1218 sendai@keijuen.or.jp 80 10 -

7 特養 せんだい郷六の杜 七日会 989-3121 青葉区郷六字出戸2番地 中島　有二 395-5633 395-5644 120 20 -

8 特養 せんだんの里 東北福祉会 989-3201 青葉区国見ケ丘6-149-1 舟越　正博 303‐7552 303‐7572 funasan@sendan.or.jp 160 34 -

9 特養 せんだんの館 東北福祉会 981-0962 青葉区水の森3-43-10 青木　ルミ子 303‐0371 277‐0732 sendan-y@sendan.or.jp 100 20 -

10 特養 洛風苑 庄慶会 989-3212 青葉区芋沢字新田56-2 佐藤　繁 394‐4555 394‐4557 tokuyourakuhuuen@abelia.ocn.ne.jp 100 11 -

11 特養 リベラ荘 東北福祉会 989-3201 青葉区国見ケ丘7-141-9 水澤　里志 277‐1122 719‐0688 mori@tfu-mail.tfu.ac.jp 54 16 -

12 ケア サウスコーゼ吉成 大石ヶ原会 989-3204 青葉区南吉成7-14-1 千田　勝見 719‐1614 719‐1718 oisihara@poem.ocn.ne.jp 50 - -

13 ケア フェリコ館 東北福祉会 989-3201 青葉区国見ヶ丘7-141-9 中里　仁 277‐3866 206-7988 mori@tfu-mail.tfu.ac.jp 30 - -

14 併DS おおくらﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 共和会 989-3213 青葉区大倉字大原新田26-12 手塚　雅明 393‐2062 393‐2461 info@shikouen.com - - 20

15 併DS おおさわﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 陽光福祉会 989-3212 青葉区芋沢字横前1-2 髙木　学 391-3371 391-3373 oosawa-dayservice@yokofuku.or.jp - - 30

16 併DS せんだんの里国見ヶ丘3丁目ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 東北福祉会 989-3201 青葉区国見ヶ丘3-146-2 佐藤　智美 303‐7331 303-7332 s-sato@sendan.or.jp - - 10

17 併DS せんだんの里デイサービス 東北福祉会 989-3201 青葉区国見ヶ丘6-149-1 菅間　雅子 303‐7552 303‐7572 s-sato@sendan.or.jp - - 30

18 併DS せんだんの館ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 東北福祉会 981-0962 青葉区水の森3-43-10 柿沼　利弘 303‐0371 277‐0732 sendan-y@sendan.or.jp - - 40

19 併DS 南吉成ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 大石ヶ原会 989-3204 青葉区南吉成7-14-1 武田　英俊 719‐1613 719‐1718 oisihara@poem.ocn.ne.jp - - 30

20 単DS  デイサービスセンター陽だまりの家 国見会 989-3128 青葉区愛子中央5-8-41 高橋　修 302-9230 302-9231 - - 12

21 居宅 大石原苑介護支援センター 大石ヶ原会 989-3204 青葉区南吉成7-14-1 阿部　美和 303-3077 719-1718 oisihara@poem.ocn.ne.jp

22 居宅 みちのく介護支援センター 共和会 989-3213 青葉区大倉字大原新田26-12 工藤　由理 391-2051 393-2461

23
地域特養
ｻﾃﾗｲﾄ

自生苑サテライト 自生会 989-3212 青葉区芋沢字青野木531-4 山本　邦男 397-9916 394-1201 29 10 -
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