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　第５回仙台自分づくり教育アワード　　　　　　

　　功労者表彰　事業所一覧

株式会社 松田会　鶴ヶ谷デイサービスセンター

株式会社 みちさき

学校法人 前田学園　くりっこ保育園 

桂高森Ｓ・Ｓレディースクリニック

株式会社 早坂サイクル商会

株式会社 パンセ　鈎取店

株式会社 ファインキッズ

株式会社 藤崎   

株式会社 ベルジョイス ビッグハウス 八乙女店

株式会社 ホンダ四輪販売南・東北 幸町店

株式会社 七十七銀行

株式会社 情熱ノチカラ　ラーメン☆ビリー

株式会社 仙台にしむら マクドナルド48号愛子ヨークタウン店

株式会社 タイヤ館宮城野

株式会社 ダイワ技術サービス

株式会社 大和証券グループ本社

株式会社 ダスキンプロダクト東北

株式会社 ツクイ袋原グループホーム

株式会社 ツルハ　大野田店

株式会社 ツルハドラッグ  小鶴新田店

KISEI 泉店

LUCID STYLE SHIKI  ルシード スタイル シキ

愛グループホーム仙台栗生

株式会社 カルラ 

株式会社 カワチ薬品 アクロスプラザ南光台東店

株式会社 カワチ薬品 フォレオ宮の杜店 

株式会社 髙橋生花舗

株式会社 宝万頭本舗

株式会社 ごんきや セレモニア高砂桜会館

株式会社 酒のやまや　泉野村店

株式会社 澤本自動車 

株式会社 ジェイコム埼玉・東日本 仙台局

株式会社 コナカ 名取店

泉フラワー

明石南こどもの城保育園

浅野精肉店

あさひ鍼灸接骨院　

あしあと

荒町商店街振興組合

イエローハット南仙台店

学校法人 庄司学園 泉第二幼稚園

学校法人 東音学園  音の光幼稚園

学校法人 西多賀学園　西多賀幼稚園

学校法人 西多賀学園　まつぼっくり保育園

カタール航空

学校法人 蒲生学園 しらとり幼稚園

医療法人社団葵会  介護老人保健施設 葵の園・柳生通所リハビリテーション

医療法人社団千葉クリニック

医療法人松田会 介護老人保健施設 エバーグリーン・イズミ

医療法人松田会 介護老人保健施設 エバーグリーン・ヤギヤマ

ウジエスーパー長町店

音楽リハビリデイサービス　ゆらリズム　南光台店

介護老人保健施設 茂庭台豊齢ホーム

鹿島建設株式会社 東北支店

うさぎや TSUTAYA長町店

氏家 箏・三絃・胡弓教室　

功労者表彰　事業所

愛の家グループホーム仙台東中田

アイリスオーヤマ株式会社

青葉保育園

明石台若樹の森こども園

功労者表彰　事業所

ankoya 木町通店

株式会社 エフエム仙台　

株式会社 オリジンケア ショートステイ和み園

株式会社 菓匠三全

株式会社 カルチャー仙台 青葉カルチャーセンター店

株式会社 カワチ薬品 富沢店

株式会社 後藤総合税経 

株式会社 コナカ 仙台新港店

ガトーめぐろ

株式会社 CNS 

株式会社 JA仙台　たなばたけ高砂店

株式会社 アイリスプラザ  ダイシン中田店

株式会社 ｱｷﾀｱﾙﾍﾟﾝｽﾎﾟｰﾂ 仙台ドーム

株式会社 アミノ うまい鮨勘  一番町支店

株式会社 ウジエスーパー 袋原店

CILたすけっと

ＤＣＭホーマック株式会社 南吉成店 

KDDI 株式会社　東北総支社
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仙台農業協同組合 中田支店

仙台ヒルズホテル

仙台プラム・アニマルクリニック

仙台弁護士会

仙台茂庭台郵便局

仙台理容美容専門学校

篠原菓子店

ジブラルタ生命保険株式会社仙台東支社

社会福祉法人 一寿会　住吉台保育園

佐藤　　子 様

小春 

佐川急便株式会社 仙台泉営業所

株式会社 和敬商事 そば処 登喜和

花利生花店　

カワチ薬品 南吉成店

株式会社 ローソン

株式会社 舞台ファーム 

株式会社 本間青果

紳士服コナカ 古城店

すけるん家上杉

鮨の遊彩

スポーツクラブ ルネサンス 仙台長町南24

スポパーク松森

セコム株式会社

松栄不動産株式会社

障害者支援施設　仙萩苑

植新緑化株式会社

仙台白百合女子大学

仙台赤十字病院

仙台セント・ジョージ教会

仙台地方検察庁

仙台トヨペット株式会社 長命ヶ丘店

仙台トヨペット株式会社 長町インター店

ゼビオ株式会社

セブンイレブン仙台福室６丁目店 

社会福祉法人 宮城厚生福祉会  介護老人福祉施設 田子のまち

社会福祉法人 宮城福祉会 仙台岩切あおぞら保育園

社会福祉法人 八木山福祉会  特別養護老人ホーム 八木山翠風苑 

株式会社 ヨークベニマル 名取バイパス店

株式会社 ヨークベニマル 南光台店

株式会社 ヨークベニマル 若林店

コジマ×ビックカメラ イオンモール名取店

社会福祉法人 勇樹会　コスモス〆木保育園

社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会 工房しらかば

社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会 ワーキングギルド花梨

セブンイレブン仙台ベニーランド前店　

仙台北警察署

仙台高等専門学校　

仙台国際ホテル

株式会社 横山味噌醤油店

株式会社 よしのや本間 仙台愛子店

株式会社 ヨドバシカメラ マルチメディア 仙台

コーナン商事株式会社 ホームセンターコーナン 南光台東店

国立病院機構　仙台医療センター

公益財団法人名取市文化振興財団 名取市文化会館

光塩幼稚園

合同会社 西友 太白店

合同会社 西友 燕沢店

合同会社 西友 南仙台店　

公立学校共済組合仙台宿泊所 ホテル白萩

喜久水庵 南仙台本店

牛たん炭焼 利久富沢店

クオール株式会社 クオール薬局 たかさご駅前店

靴下屋 イオンモール名取店

熊野神社神楽伝承者　横山 萬平 様

ケーズデンキ仙台北店

株式会社 やまや　沖野店

株式会社 ユニクロ　アクロスプラザ幸町店

株式会社 ヨークベニマル あすと長町店

株式会社 ヨークベニマル 泉将監店

株式会社 ヨークベニマル 上谷刈店

株式会社 ヨークベニマル 仙台愛子店

功労者表彰　事業所

株式会社 ヤマザワ住吉台店

株式会社 ヤマザワ中田店

株式会社 ヤマザワ茂庭店

功労者表彰　事業所

社会福祉法人 木這子 かたひら保育園

社会福祉法人 敬長福祉会 遠見塚デイサービスセンター

社会福祉法人 幸生会 新田すいせんこども園

社会福祉法人 仙台YMCA福祉会　YMCA西中田保育園

社会福祉法人 仙台市社会事業協会 富沢わかば保育園　

社会福祉法人 仙台市民生児童委員会 保育所 八幡こばと園

社会福祉法人 仙台ビーナス会 特別養護老人ホーム第二白東苑

社会福祉法人 大樹  グループホームひなた

社会福祉法人 東北福祉会　せんだんの里
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ユニクロ　ララガーデン長町店

ヨークベニマル利府店

老人短期入所施設　清涼苑

ローザス洋菓子店

ローソン仙台中山四丁目店

有限会社 写真・ミナカワ

有限会社 鈴木写真館

有限会社 卓球のタマチ

有限会社 ヒロスポーツ

有限会社 プロフィール仙台

有限会社 米竹書店

ヤマト運輸株式会社 宮城ベース

やまなか家　仙台西多賀店

有限会社 池田企画 ひまわり美容室

有限会社 おいで薬局

有限会社 桜井生花店

有限会社 サンライフコミュニティー 市名坂薬局

メガネの相沢 ヨークタウン市名坂店

茂庭台ピッパラ保育園

森のプーさん保育園

杜の都信用金庫

八十島プロシード株式会社

山田デイサービスセンターそよ風

宮城トンボ株式会社

未来屋書店　名取店

ミント・ヘア

メガネの相沢 仙台港店　

メガネの相沢 太白山田店 

メガネの相沢 南仙台店 

マックスバリュ南東北株式会社 ザ・ビッグ仙台八乙女店

功労者表彰　事業所

マリーン調剤薬局　南光台店

三菱地所株式会社　東北支店

宮城熊さん 株式会社

宮城県図書館　

みやぎ生活協同組合 新田東店

みやぎ生活協同組合 高砂駅前店

みやぎ生活協同組合 柳生店　 

宮城中央森林組合

ファミーナ　鶴ヶ谷店

ファミリーマート川平一丁目店

ブリヂストンリテールジャパン株式会社 タイヤ館中山

ヘアデザイン ブランケット

マクドナルド　
４号線仙台松森店

マックスバリュ南東北株式会社 ザ・ビッグ仙台郡山店

原町東部商工会

原町本通商工親睦会

東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社

東日本旅客鉄道株式会社 新幹線統括本部 仙台新幹線運輸区

美容室イレブンカット  ララガーデン長町店

美容室ララ

和み園

ニチイケアセンター仙台なかた

ネッツトヨタ仙台 株式会社  太白286店

ネッツトヨタ仙台 株式会社  日の出店

はあとふるケアサービス株式会社

パイ&シュウ　すがわら

独立行政法人 地域医療機能推進機構 仙台南病院

トヨタカローラ宮城株式会社

トヨタカローラ宮城株式会社 アムシス苦竹店

トヨタカローラ宮城株式会社 中山店

中田幼稚園

中野栄あしぐろ保育所

ツルハドラッグ 泉古内店

ツルハドラッグ 仙台新田店

ツルハドラッグ 田子西店

ツルハドラッグ 中田店

デイリーヤマザキ仙台吉成一丁目店

独立行政法人 国際協力機構 東北センター

駄菓子・お好み焼きの ぷちや

宝保育園

ダブルストーン 加茂店

蔦屋書店仙台泉店

堤焼乾馬窯　針生乾馬 様  針生 和馬 様

つのだ歯科医院

功労者表彰　事業所

せんだんの杜　ケアハウス　フェリコ館

セントケア若林 地域密着型デイサービス

セントラルウエルネスクラブ北仙台

セントラルフィットネスクラブ仙台泉中央

太子堂すいせんこども園


