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福祉は、「人」と「心」が創り出すあったか～い贈り物…。

cocorist（ここりすと）は、そんな想いを込めて創刊した仙台市社会事業協会の広報誌です。

当法人が運営する各施設の取り組みやスタッフの紹介、ニュースなど、様々な情報を地域の皆さまに

ご紹介します。

＊cocorist（ここりすと）：「心（こころ）」と「ist（～する人）」を組み合わせた造語です。

1924（昭和13）年にスタートした仙台保育園。園名に「仙台」と付いていることからもお

分かりのとおり、仙台でも歴史のある保育園の一つです。現在、定員60名から110名に増員

するための新園舎を、2016（平成28）年4月の開園に向け新築移転工事を行っています。園

児も職員も増えますが、仙台保育園の、家庭的で温かい雰囲気はそのままに、保育士間での

連携を十分取りながら、保育の「質の向上」を図っていきたいと思っております。また、新

しい事業として、「病後児保育」がスタートします。これからも、多様化する子育て支援対

策に目を向けながら、保育園として出来ることをしっかり取り組んでいきたいと思います。

［ 仙台保育園 ］ 仙台市若林区南鍛冶町96-8 TEL 022-223-9024 FAX 022-223-9005

★受入年齢：生後4か月～未就学児 ★定員：110名

★開園時間：7時15分～19時15分（土曜 ～18時15分）★休日保育：7時30分～18時30分

仙台保育園の詳細は ☞ 仙台市社会事業 検索
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創刊特集 ： 仙台市社会事業協会 エグゼクティブ16名の横顔

A・T さん（79歳 男性）

入園 18年目

Q．長生園での暮らしは？

A．日常の生活が安定してい

て、とても幸せですね。

Q．長生園で嬉しかった思い出は？

A．理容師をしていたので、入園から６年間、利用

者さんの髪を刈って喜んでもらえたことです。

Q．長生園の気に入っているところは？

A．職員の皆さんがとても親切ですね。それから、

食事も美味しく味付けされていて、毎日食事の

時間が楽しみですよ。

構想1年…。やっと発行することができました。「ここりすと」編集スタッフはそれぞ

れが老人ホーム、保育園、デイサービスセンター、母子生活支援施設、理美容専門学

校の職員として働いています。次号もみんなで頑張って発行しますので、これからも

「ここりすと」を宜しくお願いいたします！
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S・H さん（87歳 女性）

入園 ３年目

Q．入園前に不安に思ったことは？

A．葉山デイサービスを利用中に長

生園の様子は見ていたので不安

はありませんでした。

Q．２人部屋での生活はいかがですか？

A．助け合って生活できますので、一人暮らしと違

って安心感がありますね。

Q．長生園のオススメポイントは？

A．美味しい食事と季節の行事。ボランティアさん

の慰問も楽しみの一つです。

cocorist

お問合せ

求人案内

保育士さん募集！ 介護士さん募集！
◎特別養護老人ホーム仙台楽生園
仙台市青葉区葉山町8-1
募集人員：介護士 若干名

採用条件：初任者研修修了者以上

お問合せ：022-273-4920

◎葉山ヘルパーセンター
仙台市青葉区葉山町8-1

募集人員：介護士 若干名

採用条件：初任者研修修了者以上

お問合せ：022-273-4920

看護師さん募集！
◎葉山訪問看護センター

仙台市青葉区葉山町8-1
募集人員：看護師 1名

採用条件：正看護師

お問合せ：022-273-4920

保育士

杉山早紀さん

［2015年 採用］

０歳児のクラスを担当してい

ます。子供たちの笑顔が私の

元気の素！園長さんはじめ保

育スタッフもみんな笑顔で楽

しく働いています！

介護士

佐藤海月さん

［2015年 採用］

利用者さんが快適に生活でき

るよう心がけています。ケア

マネージャーの資格取得のた

めに日々勉強中です！

◎仙台保育園
仙台市若林区南鍛冶町96-8
採用条件：要保育士資格

お問合せ：022-223-9024

◎柏木保育園

仙台市青葉区柏木1-5-35
採用条件：要保育士資格

お問合せ：022-275-2525

◎富沢わかば保育園

仙台市太白区富沢2-5-22
採用条件：要保育士資格

お問合せ：022-244-8836

◎仙台市中山保育所

仙台市青葉区中山1-6-2
採用条件：要保育士資格

お問合せ：022-278-0549

［仙台保育園 完成予想図］ ［新築移転工事の様子］



●創刊特集 仙台市社会事業協会 エグゼクティブ１６名の横顔
仙台市社会事業協会には、老人介護施設、保育園、母子生活支援施設、専門学校など、さまざまな事業所があり、多くの職員が働いています。

今回は、職員だけが知っている当法人のエグゼクティブ（事業所管理職者）たちの「横顔」をご紹介いたします！

養護老人ホーム仙台長生園

園長 菅田 賢治

東北の希望【東北楽

天ゴールデンイーグ

ルス】の大ファン。

楽天のロゴ入りバッ

グで通勤し、２年前

のあの感動を再び！と闘志を燃やす

毎日。最近、二人目のお孫さんが誕

生し、新たな希望に燃えています！

仙台楽生園ユニットケア施設群

統括施設長 佐々木 薫

“パパ先生”の愛称

で親しまれた仙台初

の男性保育士でした。

スポーツ万能と言い

ながら、趣味は仕事と出張(笑)。奥

様の手料理とオヤジギャグを愛する

楽生園の敏腕プロデューサーです！

ケアハウス創快館

施設長 小船 正明

「夫として４人の子

供の父親として、家

族のために休む間も

なく働く僕を“ミス

ター家族愛”と呼んでくれ！」とは

本人の弁(笑)。 野球とマンガを愛

する笑顔の素敵なパパなのだ！(笑)。

仙台市沖野老人福祉センター

館長 高橋 すい子

あーでもないこーで

もないと独り言を呟

きながらパソコンを

睨むその姿は、正に

“仕事の鬼”！しかし本来の姿は、

ピアノの演奏とお料理作りを愛する

“奥さんにしたい女性No.1”？(笑)

長生園介護センター

所長 天野 博美

「私には別荘がある

んです。そこに行く

ことが楽しみであり

生きがいなんです」

“別荘”とは皆様ご

存知、ミッ○ーマウスが住むあの夢

の国。〇ッキーに囲まれた机で、毎

日笑顔で頑張る夢見る乙女です(笑)。

仙台楽生園ショートステイ

所長 植木 祐子

仕事はいつも真剣勝

負！のその裏で、愛

猫のちびこちゃんに

はいつもデレデレな

無類のネコ好き。得意技はお菓子作

り。“スイーツ植木”(笑)の特製お

菓子は、職員にも大評判ですよ♪

葉山ケアプランセンター

所長 榊原 泰子

当法人No.1との呼び

声高い“体育会系女

子”。体は細いのに

ビックリするほどの

力持ち(笑)。さらに瞬発力と持久力、

バイタリティと“世話好き力”を兼

ね備えた、人呼んで“女傑”！(笑)

葉山デイサービスセンター

副所長 川名 明彦

葉山デイサービスセ

ンター唯一の男性職

員にして、当法人職

員中唯一の“ヒゲ男

爵”(笑)。怪しい見

た目とは裏腹に、利用者さんからは

「おだずもっこのめんこい息子」と

言われてるらしいという噂…(笑)。

仙台保育園

園長 高野 誠

仙台の保育界では超

有名人！…当法人職

員の間では、忘年会

での酔っ払い姿が有

名ですが(笑)。♪半

袖Ｔシャツは勇気のしるし～365日

半袖ですよ～♪ 高野園長は今日も

半袖＆自転車で爆走中です！(笑)

柏木保育園

園長 島田 玉江

とにかく歌うことが

大好き！子供たちの

お昼寝の時間には、

子守歌や童謡はもち

ろん、時には美空ひ

ばりの歌を、澄んだソプラノで聴か

せてくれます。ドライブする時のＢ

ＧＭはもちろん、美空ひばり！(笑)

富沢わかば保育園

園長 庄子 美智子

仕事の次に大好きな

ものは、誰が何と言

おうと、帰宅後すぐ

のビールと焼鳥ね！

(同感！笑)と言い切

る酒豪女子(笑)。子供たちを見つめ

る慈愛に満ちた眼差しとぽっちゃり

したその姿は正に日本のお母さん！

仙台市社会事業協会

施設のご利用について

仙台市社会事業協会は、介護福祉事業（老人ホー

ム、デイサービスセンター、訪問介護等）、児童

福祉事業（保育園、母子生活支援施設）、理容美

容専門学校などを運営しております。またそれぞ

れの事業所では見学・ご相談を随時受け付けてお

ります。見学等をご希望の方は、それぞれの事業

所にお問い合わせください。各事業所の連絡先電

話番号、詳細、ご利用については、法人ホーム

ページをご覧ください。

●法人ホームページ

●当法人へのお問合せ（法人事務局直通）

022-275-2792
［受付時間］9：00～17：00（土日・祝日を除く）

 

仙台つばさ荘

施設長 佐藤 文彦

得意技はズバリ“工

作”。行事の出し物

に使う小道具・大道

具の出来はプロ顔負

けのクオリティとイ

ンパクト！真面目・男気・楽しませ

上手の“オールマイティ男”は、つ

ばさ荘のTrue Loveなのです♡(笑)

仙台むつみ荘

施設長 長田 伸一

見た目は強面(笑)な

のに、笑いを取ろう

として寒いギャグを

飛ばし、周囲を凍り

つかせることもしば

しば(笑)。その一方で「失敗を恐れ

ずにやってみろ。責任は俺が取る」

という男気溢れる兄貴でもあります。

仙台理容美容専門学校

校長 小野寺 光弘

外柔内剛、逆ハード

ボイルド(笑)な人柄

と、α波たっぷりの

低音ボイスが魅力の

“昭和のイケメン”

です(笑)。大学時代はモデルとして

も活躍し、仙台の女性たちを虜にし

ていたとかいないとか…？(笑)

法人事務局

事務局長 小野寺 信也

月に一度は家族旅行

をする愛妻家であり

トラ君の毎日の散歩

をかかさない愛猫家。

週２回、ジムで体を

鍛え、歌うように恋をし、踊るよう

に仕事をし、バカ殿の様に遊ぶ！が

モットーのナイスガイ？！(笑)

特別養護老人ホーム仙台楽生園 園長 / グループホーム楽庵 施設長

葉山地域包括支援センター 所長 / 葉山地域交流プラザ 館長 兼務
葉山訪問看護センター 所長 兼務

楽園デイサービスセンター いこい・なごみ 所長 兼務 葉山ヘルパーセンター 所長 兼務

まだまだ寒～い日が続きますね。「茶楽」のあったか

メニューで、心と体を温めてみてはいかが？

★ホットココア･････････200円

★フォンダンショコラ･･･300円

★焼きカレー･･･････････460円

TEL 022-273-4920（代）
仙台楽生園ユニットケア施設群

葉山地域交流プラザ 内

営業時間 10：00～17：30

（ラストオーダー17：00）

☆定休日 毎週月曜日

喫茶レストラン茶楽 おすすめメニュー

杜の都仙台の街並みを眺めながら、ゆったり湯浴み…。

伊達政宗気分（？）でリフレッシュしてください。

★入浴料金：大人300円 子供150円

TEL 022-273-4920（代）

仙台楽生園ユニットケア施設群６F

営業時間 13：30～18：30

※サウナ営業

火・水・木曜 16：00～18：30

シャンプー、ボディソープ、

ドライヤー 完備

☆定休日 毎週月曜日

展望風呂天空館
知る人ぞ知る秘湯、北仙台にあり…

仙台市中山保育所

所長 櫻間 美智子

髪を切ってcuteに♡

職員の話にいつも耳

を傾け愛あるツッコ

ミを入れてくれます。

休憩中のおやつを

「今日はやめておこう…」と言いつ

つも、結局は食べてしまうチャーミ

ングな方。手作りアイスは絶品！

沖野デイサービスセンター 所長

沖野居宅介護支援センター 所長 兼務


