
太白支部 令和4年度仙台市老人福祉施設協議会会員名簿
令和4年4月1日現在

№ 種別 支部 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 特養 太白 大東苑 宮城ろうふく会 982-0243 仙台市太白区秋保町長袋字清水久保51-4 佐藤　拓造 399‐2201 399‐2202 daitoen@miyagi-roufuku.com 50 4 -

2 特養 太白 白東苑 仙台ビーナス会 981-1101 仙台市太白区四郎丸字大宮26-3 最上　啓史 241‐5990 241‐5929 haku10en@alpha.ocn.ne.jp 50 20 -

3 特養 太白 茂庭苑 宮城県福祉事業協会 982-0252 仙台市太白区茂庭台2-15-20 若松　覚 281‐1330 281‐1357 moniwaen130@smile.ocn.ne.jp 100 30 -

4 特養 太白 八木山翠風苑 八木山福祉会 982-0823 仙台市太白区恵和町38-10 亀井　雄一 395-7730 395-8133 info.yagiyama@yagiyama.or.jp 120 20 -

5 特養 太白 一重の里 杜の里福祉会 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字上原35-8 伊藤　真由美 397-3777 397-3770 m.itoh@morinosatofukushikai.com 70 20 -

6 特養 太白 大年寺山ジェロントピア ウェルフェア仙台 982-0843 仙台市太白区茂ヶ崎3-12-１ 加藤　平 262-1555 262-1554 dainenjiyamakai@clear.ocn.ne.jp 60 10 -

7 特養 太白 春の森から みずほ 982-0006 仙台市太白区東郡山２丁目３４番５号 松木 美喜子 304-2750 304-2751 harunomorikara2750@f-mizuho.or.jp 50 20 -

8 特養 太白 まほろばの里向山 まほろば 982-0841 仙台市太白区向山3丁目11-30 松野　一江 796-7655 796-7656 k-matsuno@mahoroba-swc.or.jp 40 20

9 特養 太白 とみざわの里 ノテ福祉会 982-0033 仙台市太白区富田字京ノ中99（58B-51L） 髙杉　幸弘 226-7270 226-7202 ｂｚ716184＠ｂｚ04.plala.or.jp 100 20 -

10 特養 太白 茂庭台あおばの杜 あおば厚生福祉会 982-0252 仙台市太白区茂庭台2-15-25 松村　大輔 281-9456 281-9457 d.matsumura@aoba-welfare.or.jp 80 20 -

11 特養 太白 まるめろ 青森社会福祉振興団 982-0805 仙台市太白区鈎取2-12-20 中山　暁 797-0273 797-0274 新規 80 - -

12 ケア 太白 大宮 仙台ビーナス会 981-1101 仙台市太白区四郎丸字大宮26-3 加茂　学 306‐2710 306‐2726 carehouseomiya2710@ivy.ocn.ne.jp 50 - -

13 併DS 太白 四郎丸ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 仙台ビーナス会 981-1101 仙台市太白区四郎丸字大宮26-3 齋藤　信子 241‐5927 241‐5929 shiroumaru4day@aurora.ocn.ne.jp - - 40

14 併DS 太白 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ大滝荘 宮城ろうふく会 982-0243 仙台市太白区秋保町長袋字清水久保51-4 佐藤　拓造 399‐2224 399‐2258 daitoen@miyagi-roufuku.com - - 30

15 単DS 太白 中田デイサービスセンター 仙台ビーナス会 981-1105 仙台市太白区西中田2-23-5 豆田　幸恵 741‐3881 741‐3890 nakada-at-s-venus@celery.ocn.ne.jp - - 20

16 併DS 太白 茂庭ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 宮城県福祉事業協会 982-0252 仙台市太白区茂庭台2-15-20 若松　覚 281-1378 281‐1357 moniwaen130@smile.ocn.ne.jp - - 30

17 単DS 太白 八木山ﾃﾞｲ・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 八木山福祉会 982-0801 仙台市太白区八木山本町1-20-3 山口　芳明 305-2334 229-5810 dayservice@yagiyama.or.jp - - 30

18 単DS 太白 仙台市郡山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 仙台市社会福祉協議会 982-0003 仙台市太白区郡山字行新田9-5 安達  康仁 308‐5333 308‐5334 koriyama-roufuku@sa3.so-net.jp - - 35

19 居宅 太白 社協郡山ケアプランセンター 仙台市社会福祉協議会 982-0003 仙台市太白区郡山字行新田9-5 菊地  三枝子 308-5333 308-5334 takasago-cp@sirius.ocn.ne.jp

20 居宅 太白 四郎丸在宅介護支援センター 仙台ビーナス会 981-1101 仙台市太白区四郎丸字大宮26-3 大友　真奈美 241-5684 306-2726 qqz86ys9k@etude.ocn.ne.jp

21 居宅 太白 八木山介護支援センター 八木山福祉会 982-0823 仙台市太白区恵和町38-10 二口　ルミ 395-7730 395-8133 caresupport@yagiyama.or.jp

22 居宅 太白 まるめろケアプランセンター西多賀 青森社会福祉振興団 982-0812 仙台市太白区上野山1-8-27ソレイユ107 川口　晴美 302-5930 302-5981

23 地域特養 太白 てらす鈎取 うえるかむ 982-0804 仙台市太白区鈎取4-14-15 細谷　靖宏 393-7571 393-7573 h-yasu@welcome.or.jp 29 10 -

24 地域特養ｻﾃﾗｲﾄ 太白 第二白東苑 仙台ビーナス会 981-1102 仙台市太白区袋原4-36-18 最上　啓史 748-5581 748-5582 dai2haku10en@woody.ocn.ne.jp 29 10 -
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