
泉支部 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 泉 泉音の郷 愛泉会 981-3126 仙台市泉区泉中央南15 阿部　宏 347-3371 347-3373 t.suzuki@aisenkai.or.jp 80 20 -

2 特養 泉 愛泉荘 愛泉会 981-3131 仙台市泉区七北田字道24-2 鈴木　峻 372‐8078 372‐1433 info@aisenkai.or.jp 50 6 -

3 特養 泉 泉ふるさと村 大石ヶ原会 981-3111 仙台市泉区松森字岡本前27 佐々木 理大 771-8085 773-1058 m.sasaki@oishigaharakai.or.jp 50 20 -

4 特養 泉 泉陵虹の苑 虹の会 981-8007 仙台市泉区虹の丘1-10-6 阿部　和花 373‐6636 373‐8307 waka.abe@nijinoen.or.jp 58 12 -

5 特養 泉 泉和荘 泉和会 981-3221 仙台市泉区根白石字新坂上16-1 宍戸　衡 376‐4301 376‐5088 senwakai@watch.ocn.ne.jp 50 4 -

6 特養 泉 百合ヶ丘苑 仙台白百合会 981-3107 仙台市泉区本田町20番15号 菅原　節雄 218‐3008 218‐1031 s-sugawara@sendai-shirayuri.or.jp 50 20 -

7 特養 泉 抱優館八乙女 やまとみらい福祉会 981-3121 仙台市泉区上谷刈字向原3番地の30 早坂　勇人 772-3073 772-3071 houyukan@yamatomirai.or.jp 80 20 -

8 特養 泉 創生園泉大沢 創生会 981-3137 仙台市泉区大沢3-5-1 衣川　裕人 772-5130 772-5131y.koromokawa@souseikai-izumiosawa.com120 20 55

9 特養 泉 ラスール泉 湖星会 981-3224 仙台市泉区西田中字萱場中43 上中屋敷　申子 725-8323 725-8326 l-izumi@leaf.ocn.ne.jp 80 20 -

10 特養 泉 リズムタウン仙台 基弘会 981-3123 仙台市泉区古内字坂ノ上16-6 大槻　洋士 378-8050 378-8139 h_otsuki@reismtown.info 80 20 -

11 ケア 泉 松香の郷 愛泉会 981-3126 仙台市泉区泉中央南15 飯田　奈々 347-3297 347-3298 matsukanosato@aisenkai.or.jp 30 - -

12 ケア 泉 それいゆ 仙台白百合会 981-3107 仙台市泉区本田町20番15号 戸次　有一 218‐3008 218‐1031 betsugi@sendai-shirayuri.or.jp 50 - -

13 ケア 泉 松森の郷 大石ヶ原会 981-3111 仙台市泉区松森字岡本前27 小野寺　敏直 771-8057 773-1058 f.onodera@oishigaharakai.or.jp 30 - -

14 単DS 泉 仙台市根白石ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 泉和会 981-3132 仙台市泉区根白石字新坂上15-7 宍戸　衡 376‐4702 376‐5088 senwakai@watch.ocn.ne.jp - - 25

15 併DS 泉 虹の丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 虹の会 981-8007 仙台市泉区虹の丘1-10-6 阿部　和花 373‐7558 373‐6657 waka.abe@nijinoen.or.jp - - 15

16 併DS 泉 松森ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 大石ヶ原会 981-3111 仙台市泉区松森字岡本前27 笠松　裕司 771-8056 773-1058 y.kasamatu@oishigaharakai.or.jp - - 30

17 併DS 泉 百合ヶ丘デイサービスセンター 仙台白百合会 981-3107 仙台市泉区本田町20番15号 五十嵐　梢 218‐7481 218‐1031 igarashi@sendai-shirayuri.or.jp - - 25

18 併DS 泉 泉中央南デイサービスセンター 愛泉会 981-3126 仙台市泉区泉中央南15 小野寺　美千代 347-3295 347-3296 day-izumiminami@aisenkai.or.jp - - 30

19 小規模DS 泉 “日だまりの家”いずみﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 無量壽会 981-3121 仙台市泉区上谷刈3-16-21 渡邊　伸 208-8405 375-7060 info@mrjk.jp - - 16

20 居宅 泉 ”日だまりの家”いずみ居宅介護支援センター 無量壽会 981-3121 仙台市泉区上谷刈3-16-21 渡邊　伸 208-8445 375-7060 info@mrjk.jp

21 居宅 泉 泉中央南ケアプランセンター 愛泉会 981-3126 仙台市泉区泉中央南15 加藤　美紀子 347-3285 347-3287

22 居宅 泉 根白石ケアプランセンター 泉和会 981-3221 仙台市泉区根白石字新坂上18 宍戸　衡 347-9744 347-9745 senwakai@watch.ocn.ne.jp

23 居宅 泉 白百合介護支援センター 仙台白百合会 981-3107 仙台市泉区本田町20-15 沼倉　仁美 218-3988 218-1031 numakura@sendai-shirayuri.or.jp

24 居宅 泉 介護老人福祉施設泉ふるさと村居宅介護支援事業所 大石ヶ原会 981-3111 仙台市泉区松森字岡本前27 千葉　祥裕 771-8085 773-1058 a.chiba@oishigaharakai.or.jp

25 地域特養ｻﾃﾗｲﾄ 泉 寳樹苑いずみ 無量壽会 981-3121 仙台市泉区上谷刈3-16-21 只木　和彦 208-8400 375-7060 info@mrjk.jp 29 10 -

26 地域特養ｻﾃﾗｲﾄ 泉 梅が丘 仙台白百合会 981-3107 仙台市泉区本田町20-8 菅原　節雄 218-3044 373-4510 s-sugawara@sendai-shirayuri.or.jp 29 10 -

27 地域特養ｻﾃﾗｲﾄ 泉 抱優館南光台東 やまとみらい福祉会 981-3111 仙台市泉区松森字後沢3-1 早坂　勇人 725-7680 725-7690 houyukan.m@yamatomirai.or.jp 29 10 -
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