
 

 

明星園グループマップ 

 

小倉明星園 (平 7.4.1 開所) 
宇治市小倉デイサービスセンター 
【1 日定員 2５名】（平 12.4.1事業指定） 

センター長 森下 良亮 

管理者   松岡 弘記 
 
介護サービスセンター (平 12.4.1 事業指定) 
センター長・管理者 谷口 優子 

 
北宇治地域包括支援センター (平 18.4.1事業指定) 
センター長・管理者 森下 良亮 

宇治市小倉町西畑１－４ 
電話 21-6294 
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伊勢田明星園 
伊勢田明星園小規模特別養護老人ホーム 
【入居定員２9 名・ショート 2 名】( ) 

園長・管理者 下澤 耕平 
伊勢田明星園小規模多機能型居宅介護 
【登録定員２5 名（通い 15 名・宿泊最大 6 名）】  

(平 27.3.13 事業指定) 
園 長 下澤 耕平 
管理者 本部 大貴 

宇治市伊勢田若林 41・42 番地 電話 41-1300 
 

グループホーム「ナイスライフいせだ」 
【入居定員 9 名】  (平 13.7.1 事業指定) 

管理者 繁 美也子 
宇治市伊勢田毛語 27-1 電話 48-3331 
 

グループホーム「なごみの里伊勢田」 
【入居定員 6 名】 (平 13.10.27 事業指定) 

管理者 山﨑 真知子 
宇治市伊勢田町毛語４５ 電話 41-5355 

 

 

 

 

至宇治田原 

明星っ子こども園 

【定員 145 名】（保育園 昭 52.4.1 開園、移行平 31．4.1） 

園長    清水 芳美 
副園長    高倉  明子 

主幹保育士    西野 英梨 
主幹保育士    磯谷 優子 

宇治市五ヶ庄芝ノ東 19-5 電話 32-0704 

 

 
白川明星園介護サービスセンター 

(平 12.4.1 事業指定) 

             （平 22.6.1 神明移転） 

センター長 下 雅子 
管理者   加藤 まどか 
 

宇治市神明宮西５ 
電話 ４１－３１６０ 

 
白川明星園 (平 9.4.1 開園) 

統括責任者     漆原 絵美 
ショート・デイ統括責任者 野々村輝貫 

 
宇治明星園白川特別養護老人ホーム 
【入居定員 50 名・ショート 20 名】 

（平 12.4.1 事業指定） 

園長・管理者  漆原 絵美 
副園長     岡本久美子 

 
宇治明星園白川ケアハウスあさぎり 
【定員 50 名】 
あさぎりホームヘルパーステーション 

(平 14.7.1 事業指定) 

園長・所長・管理者   漆原 絵美 
 
宇治明星園白川デイサービスセンター 
【1 日定員 20 名】 （平 12.4.1 事業指定） 

センター長    野々村輝貫 
管理者       濱 尚子 
 
宇治市白川鍋倉山 22-1０ 
電話 21-6055 

菟道明星園   
宇治明星園養護老人ホーム 

(昭 50.2.21 開園) 

特定施設入居者生活介護宇治明星園 

養護老人ホーム (平 18.10.1 事業指定) 

【入居定員５０名・ショート３名】 

園長・管理者   尾松 裕之 
 
ホームヘルパーステーション明星 

（平 18.10.1 事業指定） 

所長・管理者   尾松 裕之 
電話 23-6923 

 
宇治明星園特別養護老人ホーム 

(昭 59.6.1 開園) 

（平 12.4.1 事業指定） 

（令 2.３.31 定員 10 名増認可） 

【入居定員６0 名】 
園長・管理者   竝川 英雄 

電話 23-6922 
 

莵道明星園小規模多機能型居宅介護 
【登録定員２９名 

（通い 1８名・宿泊最大９名）】  
(令３.3.1 事業指定) 

園 長 竝川 英雄 
管理者 今西  祐一 

電話 23-3600 
 
宇治明星園介護サービスセンター 

（平 12.4.1 事業指定） 

センター長     野村 広之 
管理者      本部 直美 
電話 23-7880 

 
南部・三室戸地域包括支援センター 

（令 2.4.1 事業指定） 

センター長・管理者 野村 広之 
電話 23-6115 
宇治市菟道岡谷 16-3 
 

 

令和３年４月 1日改定 

至六地蔵 

社会福祉法人宇治明星園 
理事長 中島 研 

 

常務理事 清水芳美・下澤耕平 
（明星園グループ施設長代表） 

 
 

 


