
会員№ 所在地 会員№ 所在地

001 社会福祉法人 仙台市社会事業協会 仙台市 047 社会福祉法人 青葉福祉会 仙台市

002 社会福祉法人 仙台キリスト教育児院 仙台市 048 社会福祉法人 なかよし会 石巻市

003 社会福祉法人 カトリック児童福祉会 仙台市 049 社会福祉法人 鶴寿会 川崎町

004 社会福祉法人 希望園 仙台市 050 社会福祉法人 岩沼福祉会 岩沼市

005 社会福祉法人 仙台愛隣会 仙台市 051 社会福祉法人 白石陽光園 白石市

006 社会福祉法人 矢本愛育会 東松島市 052 社会福祉法人 やすらぎ会 東松島市

007 社会福祉法人 涌谷みぎわ会 涌谷町 053 社会福祉法人 臥牛三敬会 角田市

008 社会福祉法人 聖心会 岩出山町 054 社会福祉法人 愛光福祉会 仙台市

010 社会福祉法人 光の子児童福祉会 大河原町 055 社会福祉法人 恵萩会 角田市

011 社会福祉法人 玉川保育園 塩釜市 056 社会福祉法人 あゆみ会 塩釜市

012 社会福祉法人 愛子福祉会 仙台市 057 社会福祉法人 宮城緑風会 角田市

013 社会福祉法人 大崎福祉会 大崎市 058 社会福祉法人 愛耕会 利府町

014 社会福祉法人 福寿会 柴田町 059 社会福祉法人 瑞光会 登米市

015 社会福祉法人 仙慈会 仙台市 060 社会福祉法人 みらい 大崎市

016 社会福祉法人 なかつうみ会 気仙沼市 061 社会福祉法人 宮城福祉会 名取市

017 社会福祉法人 塩釜市社会福祉協議会 塩釜市 062 社会福祉法人 不忘会 白石市

018 社会福祉法人 白珠会 栗原市 063 社会福祉法人 千賀の浦福祉会 塩釜市

019 社会福祉法人 仙台市民生児童委員会 仙台市 064 社会福祉法人 ライフケア赤井江 岩沼市

020 社会福祉法人 家庭福祉会 仙台市 065 社会福祉法人 柏松会 村田町

021 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会 仙台市 066 公益財団法人 専称福祉会 登米市

022 社会福祉法人 常盤福祉会 柴田町 067 社会福祉法人 牧羊会 登米市

024 社会福祉法人 宮城愛育会 大崎市 068 社会福祉法人 日就会 亘理町

025 社会福祉法人 加美玉造福祉会 加美町 069 社会福祉法人 新生会 気仙沼市

026 社会福祉法人 ロザリオの聖母会 仙台市 070 社会福祉法人 八木山福祉会 仙台市

027 社会福祉法人 清山会 登米市 071 社会福祉法人 大崎誠心会 大崎市

028 社会福祉法人 洗心会 気仙沼市 072 社会福祉法人 泉和会 仙台市

029 社会福祉法人 恵泉会 登米市 073 社会福祉法人 五城福祉会 仙台市

030 社会福祉法人 宮城県福祉事業協会 仙台市 074 社会福祉法人 ひろぶち 石巻市

032 社会福祉法人 千葉福祉会 栗原市 075 社会福祉法人 宮城ろうふく会 仙台市

033 社会福祉法人 愛泉会 仙台市 076 社会福祉法人 和仁福祉会 石巻市

034 社会福祉法人 鳴子こども園 大崎市 077 宗教法人 少林寺 気仙沼市

035 社会福祉法人 千代福祉会 仙台市 078 社会福祉法人 あけの星会 角田市

036 社会福祉法人 善き牧者会 仙台市 079 社会福祉法人 豊明会 栗原市

037 社会福祉法人 旭が丘学園 気仙沼市 080 社会福祉法人 共和会 仙台市

038 社会福祉法人 静和会 山元町 081 宗教法人 荘厳寺 仙台市

039 社会福祉法人 あすなろ 登米市 082 社会福祉法人 迫川会 栗原市

040 社会福祉法人 宮城県障がい者福祉協会 仙台市 083 社会福祉法人 石巻祥心会 石巻市

041 社会福祉法人 国見会 仙台市 084 社会福祉法人 紅葉福祉会 多賀城市

042 社会福祉法人 永楽会 大衡村 085 社会福祉法人 春圃会 本吉町

043 社会福祉法人 竹駒育成会 岩沼市 086 社会福祉法人 自生会 仙台市

044 社会福祉法人 ラ・サール会 仙台市 087 社会福祉法人 緑仙会 仙台市

045 社会福祉法人 宮城厚生福祉会 仙台市 088 社会福祉法人 旭壽会 石巻市

046 社会福祉法人 木這子 仙台市 089 社会福祉法人 陽光福祉会 仙台市
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会員№ 所在地 会員№ 所在地会員名 会員名

090 社会福祉法人 大泉会 蔵王町 141 社会福祉法人 豊水会 気仙沼市

091 社会福祉法人 つどいの家 仙台市 142 社会福祉法人 チャレンジドらいふ 仙台市

092 社会福祉法人 なのはな会 仙台市 143 社会福祉法人 あおぞら 仙台市

093 社会福祉法人 虹の会 仙台市 144 社会福祉法人 わたげ福祉会 仙台市

094 社会福祉法人 ウェルフェア仙台 仙台市 145 社会福祉法人 桃寿会 蔵王町

095 社会福祉法人 栗駒峰寿会 栗原市 147 社会福祉法人 萩の里 塩釜市

096 社会福祉法人 南郷福祉会 美里町 149 社会福祉法人 一視同仁会 石巻市

097 社会福祉法人 ありのまま舎 仙台市 150 社会福祉法人 嶋福祉会 塩釜市

098 社会福祉法人 一寿会 仙台市 151 社会福祉法人 おおさきさくら福祉会　 大崎市

099 社会福祉法人 仙台ビーナス会 仙台市 152 社会福祉法人 仙台つるがや福祉会 仙台市

100 社会福祉法人 一歩一歩福祉会 仙台市 153 NPO法人 わたげの会 仙台市

101 社会福祉法人 大石ヶ原会 仙台市 154 社会福祉法人 しおかぜ福祉会 岩沼市

102 社会福祉法人 みずほ 名取市 155 社会福祉法人 登米福祉会 登米市

103 社会福祉法人 東北福祉会 仙台市 157 社会福祉法人 まりやの郷 栗原市

104 社会福祉法人 無量壽会 仙台市 158 社会福祉法人 富谷福祉会 富谷市

106 社会福祉法人 キングスガーデン宮城 気仙沼市 159 一般社団法人 宮城県保育協議会 仙台市

108 社会福祉法人 敬長福祉会 仙台市 160 社会福祉法人 笑優会 富谷市

109 社会福祉法人 伯和会 白石市 161 社会福祉法人 桜友会 登米市

110 社会福祉法人 はらから福祉会 柴田町 162 社会福祉法人 角田共育ち会 角田市

111 社会福祉法人 田尻福祉会 大崎市 163 社会福祉法人 おひさまと月の里 多賀城市

112 NPO法人 多夢多夢舎中山工房 仙台市 165 社会福祉法人 ウィンズライフ 大崎市

113 社会福祉法人 つつじ会 石巻市 166 社会福祉法人 ふれあいの森 仙台市

115 社会福祉法人 愛の郷 名取市 167 NPO法人 結いのこころ 松島町

116 社会福祉法人 みずきの郷 仙台市 901 社会福祉法人 村田町社会福祉協議会 村田町

117 社会福祉法人 亮千会　 多賀城市 902 社会福祉法人 亘理町社会福祉協議会 亘理町

118 社会福祉法人 こごた福祉会 美里町 903 社会福祉法人 大郷町社会福祉協議会 大郷町

119 社会福祉法人 杜の村 仙台市 911 社会福祉法人 涌谷町社会福祉協議会 涌谷町

120 社会福祉法人 鼎会 仙台市 919 社会福祉法人 色麻町社会福祉協議会 色麻町

121 社会福祉法人 憲心会 気仙沼市 927 社会福祉法人 大衡村社会福祉協議会 大衡村

122 社会福祉法人 さんりん福祉会 大崎市 934 社会福祉法人 七ヶ浜町社会福祉協議会 七ヶ浜町

123 社会福祉法人 北杜福祉会 仙台市 935 社会福祉法人 山元町社会福祉協議会 山元町

124 社会福祉法人 栗原秀峰会 栗原市 937 社会福祉法人 利府町社会福祉協議会 利府町

125 社会福祉法人 のぞみ 登米市 941 社会福祉法人 丸森町社会福祉協議会 丸森町

126 社会福祉法人 大樹 仙台市 942 社会福祉法人 富谷市社会福祉協議会 富谷市

127 社会福祉法人 功寿会 松島町 943 社会福祉法人 松島町社会福祉協議会 松島町

128 社会福祉法人 鶯会 気仙沼市 944 社会福祉法人 大和町社会福祉協議会 大和町

129 社会福祉法人 慶和会 東松島市 945 社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 仙台市

130 社会福祉法人 みのり会 名取市 948 社会福祉法人 加美町社会福祉協議会 加美町

132 社会福祉法人 栗桜会 栗原市 951 社会福祉法人 栗原市社会福祉協議会 栗原市

133 社会福祉法人 仙台はげみの会 仙台市 952 社会福祉法人 美里町社会福祉協議会 美里町

135 社会福祉法人 寿清会 大崎市 953 社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会 気仙沼市

136 社会福祉法人 みんなの輪 仙台市

137 社会福祉法人 太陽の丘福祉会 仙台市

138 社会福祉法人 あしたば福祉会 塩釜市

139 社会福祉法人 仙台白百合会 仙台市

140 社会福祉法人 太陽 仙台市
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