
ヶ谷鶴
サポートまっぷ

鶴ケ谷では高齢化が進み、認知症の方が増えてきています。ただ、認知症
を不安に思っている中でも「どこに・誰に相談をすれば良いんだろう？」
という問題が出てきます。この「鶴ケ谷サポートまっぷ」は認知症の方が
安心して暮らせるようにするために、どこに相談をすれば良いのかをまと
めた鶴ヶ谷地域包括支援センター担当圏域のマップとなっています。
認知症以外の相談でもかまいません。ぜひ、お気軽にご相談ください！

Ver.02 監修：鶴ヶ谷地域包括支援センター認知症ケアパス作成委員会

鶴ヶ谷地域包括支援センター
開設時間：平日8:30～18:00
休日：土・日・祝祭日・年末年始
住所：仙台市宮城野区鶴ケ谷2丁目1-13

特別養護老人ホームハートケア鶴ヶ谷内
電話：022-388-3801 FAX：022-388-3802
Email：heart-turu@kind.ocn.ne.jp

サポート施設一覧
番号 施設名 住所 種別 番号 施設名 住所 種別

① ブルーミングケア仙台鶴ケ谷 北畑36-2 介護 ⑱ 特別養護老人ホーム暁星園 東仙台6-2-1 施設

② 介護老人保健施設
エバーグリーン・ツルガヤ 舘下35-1 施設 ⑲ 弥生鍼灸整骨院 1丁目2-8 整骨

③ 鶴ケ谷クリニック 舘下35-1 介護 ⑳ ケアプラン処友友 安養寺1-36-18 介護

④ 住宅型有料老人ホーム
ピュアライフ京原 京原13-1 介護 ㉑ 障害者日中活動支援施設

あいむ鶴ケ谷 2丁目1-11 障がい

⑤ ひかりクリニック 京原7 病院 ㉒ 仙台鶴ケ谷郵便局 2丁目1-15 郵便局

⑥ 特別養護老人ホームリーフ鶴ケ谷 京原79-1 施設 ㉓ 仙台市鶴ケ谷市民センター 2丁目1-7 施設

⑦ コスモスケア株式会社
グループホームコスモス鶴ケ谷 東4丁目13-8 施設 ㉔ 株式会社アーネストケアサービス 2丁目8-1

鶴ケ谷プラザビル56号 介護

⑧ デイサービス和み宮城野亭 東4丁目6-15 介護

㉕

鶴ケ谷ショッピングセンターアバイン 2丁目8-1

⑨ まごころ弁当仙台宮城野店 東2丁目24-6
-101 弁当 ベル・エビアン めん工房山形屋 うどん坊

高誠商店 花はハナサク 白鳥餅屋
エルム美容室 パンセ鶴ケ谷店 ひらま整体
ブテックShinwa（シンワ） (株)マルイ
理容カットパーク Mum CAFÉ 100YEN SHOP meetsミーツ
新鮮魚渡憲 なないろプラス

⑩ 安心生活サービス仙台 東2丁目25-27
-101 介護

⑪ コスモスケア株式会社
泉ケアプランヘルパーステーション 東4丁目7-5 介護

⑫ 株式会社ベネッセスタイルケア
ベネッセ介護センター鶴ケ谷 6丁目7-1 介護 ㉖ もりや歯科 2丁目8-7 歯科

⑬ マリーン調剤薬局鶴ケ谷店 7丁目31-4 薬局 ㉗ 株式会社仙塩タクシー 5丁目25-2 ﾀｸｼｰ

⑭ アイセイ薬局鶴ヶ谷調剤店 7丁目31-2 薬局 ㉘ 公益財団法人仙台医療センター
仙台オープン病院 5丁目22-1 病院

⑮ 通い処 以心伝心 7丁目10-7 介護 ㉙ アイセイ薬局鶴ケ谷五丁目店 5丁目18-11 薬局

⑯ カメイ調剤薬局鶴ケ谷店 燕沢3-19-5 薬局 ㉚ リハビリテーションつるがや 4丁目32-15 介護

⑰ ヒューマンエイド株式会社
あったかの家鶴ケ谷 8丁目2-16 介護 ㉛ ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ仙台鶴ケ谷店 4丁目29-11 介護



　
凡例

  

　

鶴ヶ谷地域包括支援センターの活動にご協力頂いている
サポート施設の記号は，凡例の右側に示しているように
記号を黄色に着色してあります。

病院・診療所

鶴ケ谷サポート施設まっぷは，鶴ケ谷地区にお住まいの特に高齢・障がいの方の生活を
サポートしている医療機関・調剤薬局・介護サービス事業所・障がい者支援事業所・小売店等
各種施設の情報を掲載した地図です。
各施設と地域包括支援センターは連携し，さまざまな問題解決に向け協働しています。

歯科医院

調剤薬局

小売店
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郵便局
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市民センター
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地域避難場所 飲食店

福祉避難所 整骨院

⑧

鶴ケ谷ショッピングセンター

アバイン ㉕

＜東2・東4丁目周辺＞

⑦グループホームコスモス鶴ケ谷

⑧デイサービス和み宮城野亭

⑨まごころ弁当仙台宮城野店

⑩安心生活サービス仙台

＜6丁目周辺＞

⑪泉ケアプランヘルパーステーション

⑫ベネッセ介護センター鶴ケ谷

＜4丁目周辺＞

㉖鶴ケ谷デイサービスセンター

⑯カメイ調剤薬局鶴ケ谷店

⑦

＜8丁目周辺＞

⑰デイサービス あったかの家鶴ケ谷

＜7丁目周辺＞

⑬マリーン調剤薬局鶴ケ谷店

⑭アイセイ薬局鶴ヶ谷調剤店

⑮通い処 以心伝心

鶴ケ谷プラザ ㉔

＜1丁目周辺＞

⑱特別養護老人ホーム暁星園

⑲弥生鍼灸整骨院

⑳ケアプラン処友友

＜舘下・京原等＞

④住宅型有料老人ホームピュアライフ京原

⑤ひかりクリニック

⑥特別養護老人ホームリーフ鶴ケ谷

★鶴ヶ谷地域包括支援センター

（ハートケア鶴ヶ谷）

＜5丁目周辺＞

㉗仙塩タクシー

㉘仙台オープン病院

㉙アイセイ薬局鶴ケ谷五丁目店

㉚リハビリステーションつるがや

㉛GENKINEXT仙台鶴ケ谷店

⑨

宮城県仙台第三

高等学校

仙台市立

鶴谷小学校

仙台市立

鶴谷特別

支援学校

仙台市立

鶴谷中学校

⑫

⑪

⑥

②③

⑤

④

①

⑭⑬

⑮

⑱

⑲

⑰

⑳

㉖

㉑

㉔

㉒

㉓

＜北1～2丁目・北畑周辺＞

①ブルーミングケア仙台鶴ケ谷

②介護老人保健施設

エバーグリーン・ツルガヤ

③鶴ケ谷クリニック

⑯

㉕

㉗

⑩

仙台市立西山小学校

仙台市立西山中学校

㉛

㉖

㉘

㉙

㉖

＜2丁目・3丁目周辺＞

㉑障害者日中活動支援施設

あいむ鶴ケ谷

㉒仙台鶴ケ谷郵便局

㉓仙台市鶴ケ谷市民センター

㉔アーネストケアサービス

㉕ベル・エビアン めん工房山形屋

うどん坊 高誠商店 花はハナサク

白鳥餅屋 エルム美容室

パンセ鶴ケ谷店 ひらま整体

ブティックShinwa（シンワ）

(株)マルイ 理容 カットパーク

100YEN SHOP meets ミーツ

Mum CAFE マムカフェ

新鮮魚 渡憲 なないろプラス

㉖もりや歯科

仙台市立

鶴谷東

小学校

㉚
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