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1 清風園
地域・イベント
その他団体

青葉区 9

2 特定非営利活動法人　スペシャルオリンピックス日本・宮城
地域・イベント
その他団体

青葉区 10

3 触察絵本グループ「わか草」
地域・イベント
その他団体

青葉区 11

4 森のおもちゃ図書館
地域・イベント
その他団体

青葉区 11

5 市民スポーツボランティア　SV2004
地域・イベント
その他団体

青葉区 12

6 川平地区社会福祉協議会
地域・イベント
その他団体

青葉区 13

7 特定非営利活動法人　仙台夜まわりグループ
地域・イベント
その他団体

青葉区 13

8 福田町あしぐろ保育所
地域・イベント
その他団体

宮城野区 14

9 仙台岩切あおぞら保育園
地域・イベント
その他団体

宮城野区 14

10 おもちゃ箱保育園
地域・イベント
その他団体

若林区 16

11 マザーズ・サンピア保育園
地域・イベント
その他団体

若林区 16

12 西多賀東北地区福祉ネットワーク　さくらくらぶ
地域・イベント
その他団体

太白区 18

13 特別養護老人ホーム　大年寺山ジェロントピア
地域・イベント
その他団体

太白区 19

14 仙台市東四郎丸児童館
地域・イベント
その他団体

太白区 19

15 あすと長町第二市営住宅　住民の会
地域・イベント
その他団体

太白区 20

16 元気サロン　“鈎取いきいきクラブ”
地域・イベント
その他団体

太白区 20

17 山の寺地区社会福祉協議会
地域・イベント
その他団体

泉区 21

18 虹の丘地区社会福祉協議会
地域・イベント
その他団体

泉区 21

19 桂地区社会福祉協議会　子育て支援委員会
地域・イベント
その他団体

泉区 22

20 特別養護老人ホーム　水泉荘
地域・イベント
その他団体

泉区 22

21 特別養護老人ホーム　アルテイル宮町 高齢者 青葉区 25

22 特別養護老人ホーム　せんだんの館 高齢者 青葉区 25

23 せんだんの館デイサービス 高齢者 青葉区 26

24 地域密着型特別養護老人ホーム　栗生ハウス 高齢者 青葉区 26

25 特別養護老人ホーム　アルテイル青葉 高齢者 青葉区 27

26 せんだんの里 高齢者 青葉区 27

27 八幡デイサービスセンター 高齢者 青葉区 28

28 高砂老人福祉センター 高齢者 宮城野区 28

29 介護老人福祉施設　田子のまち 高齢者 宮城野区 29

30 高砂デイサービスセンター 高齢者 宮城野区 29

31 認定特定非営利活動法人　あかねグループ 高齢者 若林区 30

32 特別養護老人ホーム　萩の風・萩の風デイサービスセンター 高齢者 若林区 30

33 特別養護老人ホーム　第二白東苑 高齢者 太白区 31

34 四郎丸デイサービスセンター 高齢者 太白区 31

35 仙台市郡山デイサービスセンター 高齢者 太白区 32

36 特別養護老人ホーム　泉寿荘 高齢者 泉区 33

37 特別養護老人ホーム　泉音の郷 高齢者 泉区 33

38 ケアハウスそれいゆ 高齢者 泉区 34

39 “日だまりの家”いずみデイサービスセンター 高齢者 泉区 34
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40 特別養護老人ホーム　愛泉荘 高齢者 泉区 35

41 特別養護老人ホーム　抱優館八乙女 高齢者 泉区 35

42 地域密着型囲炉裏庵　たかもりデイサービス 高齢者 泉区 36

43 社会福祉法人創生会　泉大沢シニアタウン 高齢者 泉区 36

44 就労継続支援A型事業所　大きなポッケ 障害児・者 青葉区 40

45 放課後等デイサービス　「And　You」 障害児・者 青葉区 40

46 特定非営利活動法人　ほっぷの杜 障害児・者 青葉区 41

47 国見はげみホーム 障害児・者 青葉区 41

48 放課後等デイサービス「カンタータ」 障害児・者 青葉区 42

49 仙台市手をつなぐ育成会　おり～ぶ五橋 障害児・者 青葉区 42

50 指定生活介護事業所　かがやきの杜 障害児・者 青葉区 43

51 コスモスクラブ「ぽかぽかの家」 障害児・者 青葉区 44

52 社会福祉法人　一歩一歩福祉会　ポケット 障害児・者 青葉区 45

53 あおぞら学園 障害児・者 青葉区 45

54 ぱるけ柏木 障害児・者 青葉区 46

55 仙台もぐらの家 障害児・者 青葉区 46

56 障害者支援施設　ますみ学園 障害児・者 青葉区 47

57 仙台つどいの家 障害児・者 宮城野区 48

58 ワークつるがや 障害児・者 宮城野区 48

59 放課後等デイサービス「もりのなかまam　中野栄」 障害児・者 宮城野区 49

60 コスモスクラブ「どんぐり」 障害児・者 宮城野区 49

61 コスモスクラブ「つるがや」 障害児・者 宮城野区 50

62 コスモスクラブ「にこにこの家」 障害児・者 宮城野区 50

63 コスモスクラブ「のびのびの家」 障害児・者 宮城野区 51

64 放課後等デイサービス　「るぴなす」 障害児・者 宮城野区 51

65 生活介護事業所　るーぷ 障害児・者 宮城野区 52

66 放課後等デイサービス　「幸ちゃん家」 障害児・者 宮城野区 52

67 おり～ぶ荒町 障害児・者 若林区 53

68 生活訓練施設「みどりの牧場」・就労継続支援B型「アトリエ・グレース」 障害児・者 若林区 53

69 障害福祉サービス事業所　もぐもぐ 障害児・者 若林区 54

70 つどいの家　コペル 障害児・者 若林区 54

71 放課後デイサービス　アクティブ・ぽ～と 障害児・者 若林区 55

72 すまいるライフ 障害児・者 若林区 55

73 ジュニアサポート・リンク 障害児・者 太白区 56

74 つどいの家・アプリ 障害児・者 太白区 56

75 大野田はぎの苑 障害児・者 太白区 57

76 ぱるけ南仙台 障害児・者 太白区 57

77 放課後デイサービス「リッキー西多賀」 障害児・者 太白区 58

78 おり～ぶ上野山 障害児・者 太白区 58

79 ぱるけ西中田 障害児・者 太白区 59
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80 障害者支援施設　太白ありのまま舎 障害児・者 太白区 59

81 おり～ぶ鈎取 障害児・者 太白区 60

82 仙台ワークキャンパス 障害児・者 太白区 60

83 仙台ローズガーデン 障害児・者 泉区 61

84 工房かやの実 障害児・者 泉区 61

85 障害福祉サービス事業所　ほうゆう 障害児・者 泉区 62

86 障害者支援施設　幸泉学園 障害児・者 泉区 62

87 運動療育と体験学習「ぴーすの杜」 障害児・者 泉区 63

88 桜ヶ丘マイスクール児童館 子ども 青葉区 68

89 仙台市荒巻マイスクール児童館 子ども 青葉区 68

90 仙台市折立保育所 子ども 青葉区 69

91 社会福祉法人柏木福祉会　杜のみらい保育園 子ども 青葉区 69

92 仙台市吉成保育所 子ども 青葉区 70

93 仙台市立町マイスクール児童館 子ども 青葉区 70

94 仙台市国見児童館 子ども 青葉区 71

95 仙台市支倉保育所 子ども 青葉区 72

96 仙台市東六番丁児童館 子ども 青葉区 72

97 仙台市小松島児童館 子ども 青葉区 73

98 堤町あしぐろ保育所 子ども 青葉区 73

99 愛子すぎのこ保育園 子ども 青葉区 75

100 柏木保育園 子ども 青葉区 76

101 宮城県福祉事業協会　台の原保育園 子ども 青葉区 76

102 仙台市旭ヶ丘児童館 子ども 青葉区 77

103 木町通児童館 子ども 青葉区 78

104 広瀬マイスクール児童館 子ども 青葉区 78

105 のびすく仙台 子ども 青葉区 79

106 仙台市鶴ヶ谷東マイスクール児童館 子ども 宮城野区 79

107 仙台市榴岡児童館 子ども 宮城野区 79

108 仙台市東仙台保育所 子ども 宮城野区 80

109 ロリポップクラブ出花園 子ども 宮城野区 80

110 仙台市鶴ヶ谷保育所 子ども 宮城野区 81

111 扇町まるさんかくしかく保育園 子ども 宮城野区 81

112 仙台市鶴ヶ谷第二保育所 子ども 宮城野区 82

113 新田すいせんこども園 子ども 宮城野区 82

114 中野栄あしぐろ保育所 子ども 宮城野区 83

115 仙台市高砂保育所 子ども 宮城野区 83

116 新田東すいせん保育所 子ども 宮城野区 84

117 仙台市鶴巻保育所 子ども 宮城野区 85

118 原町児童館・のびすく宮城野 子ども 宮城野区 85

119 アスク小鶴新田保育所 子ども 宮城野区 86
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120 幸町すいせん保育所 子ども 宮城野区 86

121 仙台市幸町児童館 子ども 宮城野区 87

122 さゆり保育園 子ども 宮城野区 88

123 原町すいせん保育所 子ども 宮城野区 88

124 仙台市鶴巻児童館 子ども 宮城野区 89

125 仙台市岩切児童館 子ども 宮城野区 89

126 田子希望園 子ども 宮城野区 90

127 仙台市宮城野児童館 子ども 宮城野区 90

128 能仁保児園 子ども 若林区 91

129 河原町すいせん保育所 子ども 若林区 91

130 仙台保育園 子ども 若林区 92

131 仙台市木ノ下保育所 子ども 若林区 92

132 あっぷる保育園 子ども 若林区 93

133 仙台市上飯田横堀保育所 子ども 若林区 93

134 仙台市遠見塚児童館 子ども 若林区 94

135 仙台市蒲町保育所 子ども 若林区 94

136 上飯田くるみ保育園 子ども 若林区 95

137 ろりぽっぷ学園　保育園・幼稚園 子ども 若林区 95

138 YMCA西中田保育園 子ども 太白区 96

139 仙台市鹿野児童館 子ども 太白区 98

140 仙台市八木山児童館 子ども 太白区 98

141 宝保育園 子ども 太白区 99

142 仙台市湯元保育所 子ども 太白区 99

143 YMCA南大野田保育園 子ども 太白区 100

144 大野田すぎのこ保育園 子ども 太白区 101

145 仙台市八本松児童館 子ども 太白区 101

146 仙台市金剛沢児童館 子ども 太白区 102

147 仙台市向山保育所 子ども 太白区 103

148 仙台市青山保育所 子ども 太白区 104

149 アスク南仙台保育園 子ども 太白区 104

150 仙台市芦の口児童館 子ども 太白区 105

151 YMCA加茂保育園 子ども 泉区 106

152 虹の丘児童センター 子ども 泉区 106

153 鶴が丘児童センター 子ども 泉区 107

154 南光台保育園 子ども 泉区 108

155 根白石児童館 子ども 泉区 108

156 泉ヶ丘児童センター 子ども 泉区 109

157 仙台市鶴ヶ丘保育所 子ども 泉区 110

158 仙台市黒松児童館 子ども 泉区 110

159 仙台市七北田保育所 子ども 泉区 111
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160 仙台市子育てふれあいプラザ　のびすく泉中央 子ども 泉区 111

161 館児童センター 子ども 泉区 112

162 長命ケ丘児童センター 子ども 泉区 112


