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宮城県教育庁義務教育課

令和4年4月現在

No
けやき教室名，ケアハウス名，

教育支援センター名等
住　所 連絡先

開所日及び
開所時間

運営

1 仙南けやき教室

〒989ｰ1104
白石市白川内親字五輪沢９
（仙南地域広域行政事務組合白石衛
生センター内）

TEL:0224-27-2001
FAX:0224-27-2001

火～金曜日
9:00～15:00

白石市，角田市，大河原町，
丸森町，川崎町，村田町，
蔵王町，柴田町，七ヶ宿町，
名取市，岩沼市，亘理町，
山元町

2
白石市教育支援センター
「白石市子どもの心のケアハウ
ス」

〒989-0257
白石市字亘理町37番地3
（白石市情報センター内）

TEL:0224-25-3739
FAX:0224-25-3732

月～金曜日
9:00～16:00

（土日，祝日を
除く）

白石市

3
ざおう学びセンター
「みらい」

〒989-0821
刈田郡蔵王町大字円田字和田146

TEL:080-2845-6303
TEL・FAX:

　　   0224-26-6620

月～金曜日
9:00～15:00

蔵王町

4 おおがわら子どもの心のケアハウス

〒989-1295
柴田郡大河原町大谷字町向126番地
4
（駅前ビル「オーガ」１階）

TEL:0224-51-8878
FAX:0224-87-6422

月～金曜日
9:00～15:30

大河原町

5 柴田町子どもの心のケアハウス
〒989-1604
柴田郡柴田町船岡東1-2-65

TEL:0224-51-9331
FAX:0224-51-9332

月～金曜日
8:30～17:00

柴田町

6
むらた子どもの心のケアハウス
すてっぷ

〒989-1305
柴田郡村田町大字村田字西田28番
地
（村田町中央公民館２階）

TEL:0224-51-9931
FAX:0224-51-9961

月～金曜日
9:00～15:00

村田町

7 かわさき子ども心のケアハウスCan
〒989-1501
柴田郡川崎町大字前川字本町
68番地

TEL:0224-87-7188
FAX:0224-87-7706

月～金曜日
9:30～15:30

川崎町

令和４年度けやき教室，みやぎ子どもの心のケアハウス（教育支援センター）等一覧

けやき教室等支援ボランティア派遣事業実施要項
宮城県教育委員会

　大学生等のボランティア（以下「けやきフレンド」という）を市町村等が設置しているけやき教室，教育支援センター，子どもの
心のケアハウスへ派遣し，支援員の指導の下，けやき教室等へ通所している児童生徒との活動を通して心の交流を図ることにより，
児童生徒が抱えている不安や悩みを和らげ，集団参加及び社会的自立に向けた意欲・態度等の向上に資する。

　けやきフレンドは大学生を原則とするが，事務局が大学生以外でも適当と認めた場合はこの限りでない。

　けやきフレンドは，けやき教室等職員の指導の下，主に次の活動を行う。
 (1)　けやき教室に通所している児童生徒の話し相手や遊び相手を務める。
 (2)　支援員の業務の補助的な仕事を行う。

　派遣日，人数等は登録者の希望を参考の上，事務局で派遣計画を作成する。
 (1)　登録者の中から，けやき教室，教育支援センター，子どもの心のケアハウスへ派遣する。
 (2)　派遣に係る旅費は県の規定に基づき支給する。
 (3)  派遣対象先のけやき教室等（別紙参照）

　事務局は，教育庁義務教育課指導班に置く。
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8
角田市子どもの心のケアハウス
「Cocoはうすかくだ」

〒981-1512
角田市横倉字今谷186-2

TEL:0224-63-4152
FAX:0224-63-4152

月～金曜日
9:00～15:00

（学校休業日は
除く）

角田市

9 丸森町子どもの心のケアハウス
〒981-2165
伊具郡丸森町字町西29番地2

TEL:0224-87-6171
FAX:0224-87-6915

月～金曜日
9:00～15:00

丸森町

10
塩竈市教育支援センター
「コラソン」

〒985-0002
塩竈市海岸通10-18

TEL:022-385-6066
(FAX同じ）

月～金曜日
9:00～15:00

塩竈市

11
利府町子どもの心のケアハウス
「十符ルーム」

〒981-0131
宮城郡利府町青山一丁目57番地2

TEL:022-369-3668
FAX:022-369-3668

月～金曜日
9:30～15:30

利府町

12 もみの木教室
〒981-0211
宮城郡松島町手樽字釜地前1番地１
（手樽地域交流センター内）

TEL:022-354-2041

月曜日
9:00～12:00
火～金曜日
9:00～15:00

松島町

13 たがじょう子どもの心のケアハウス
〒985-0863
多賀城市東田中二丁目40-32-205

TEL:080-3340-3955
月～金曜日
9:30～15:30

多賀城市

14 七ヶ浜町学校教育支援センター
〒985-0802
宮城郡七ヶ浜町吉田浜字野山5-9

TEL:080-8221-5802
火～金曜日

9:00～１５：００
七ヶ浜町

15
名取市子どもの心のケアハウス
「はなもも教室」

〒981-1213
名取市小塚原字寺田43-2

TEL:022-395-6636
FAX:022-395-6780

月～金曜日
9:00～16:00

（祝日は除く）
名取市

16
いわぬま子どもの心のケアハウ
ス
「あいるーむ」

〒989-2464
岩沼市三色吉字松150番地の1
（岩沼市勤労者活動センター内）

TEL:0223-23-0670

月～金曜日
9:00～15:00

（土日，祝日を
除く）

岩沼市

17 さざんか教室
〒989-2351
亘理郡亘理町字桜小路50番地11

TEL:0223-36-7082
FAX:0223-36-7092

月～金曜日
9:00～15:00

亘理町

18
山元町子どもの心のケアハウス
「ケアハウスＭＩＲＡＩ山元」

〒989-2201
亘理郡山元町山寺新山85
（深山山麓少年の森）

TEL:0223-37-2213
FAX:0223-37-2213

月～木曜日
8:30～15:30

金曜日
8:30～12:00

山元町

19
大和町子どもの心のケアハウス
「めーぷるＴＡＩＷＡ」

〒981-3621
黒川郡大和町吉岡字町裏16

TEL:022-341-6238
FAX:022-341-6571

月～金曜日
9:00～14:30

（土日，祝日を
除く）

大和町

20
富谷市教育支援センター
「ぽんぽこ広場Ｔｏｍｉｙａ」

〒981-3311
富谷市富谷狸屋敷110番地4

TEL:022-725-3755
FAX:022-725-3756

月～金曜日
9:00～15:00

富谷市

2

tel:0224-63-4152FAX:0224-63-4152
tel:0224-63-4152FAX:0224-63-4152
tel:0224-87-6171FAX:0224-87-6915
tel:0224-87-6171FAX:0224-87-6915
tel:022-385-6066(FAX同じ）
tel:022-385-6066(FAX同じ）
tel:022-369-3668FAX:022-369-3668
tel:022-369-3668FAX:022-369-3668
tel:022-354-2041
tel:080-3340-3955
tel:080-8221-5802
tel:022-395-6636FAX:022-395-6780
tel:022-395-6636FAX:022-395-6780
tel:0223-23-0670
tel:0223-36-7082FAX:0223-36-7092
tel:0223-36-7082FAX:0223-36-7092
tel:0223-37-2213FAX:0223-37-2213
tel:0223-37-2213FAX:0223-37-2213
tel:022-341-6238FAX:022-341-6571
tel:022-341-6238FAX:022-341-6571
tel:022-725-3755FAX:022-725-3756
tel:022-725-3755FAX:022-725-3756


宮城県教育庁義務教育課

令和4年4月現在

No
けやき教室名，ケアハウス名，

教育支援センター名等
住　所 連絡先

開所日及び
開所時間

運営

令和４年度けやき教室，みやぎ子どもの心のケアハウス（教育支援センター）等一覧

21 大郷町子どもの心のケアハウス
〒981-3521
黒川郡大郷町中村字屋鋪8番地の19

TEL:022-725-8601
FAX:022-725-8604

月～金曜日
8:30～16:00

大郷町

22
おおひら子どもの心のケアハウ
ス
「ききょうルーム」

〒981-3602
黒川郡大衡村大衡字平林45-1

TEL:022-341-2101
（ＦＡＸ兼用）

月～金曜日
9:00～15:00

大衡村

23
大崎けやき教室 大崎市古川北町５－５－３

（大崎市中央公民館２階）
TEL:0229ｰ23ｰ8525
FAX:0229ｰ23ｰ8525

火～金曜日
9:00～14:30

大崎市，涌谷町，加美町，
色麻町，美里町

24 大崎市子どもの心のケアハウス
〒989-6171
　大崎市古川北町五丁目5-2
（旧大崎市中央公民館内）

TEL:080-6058-1894
TEL:080-6058-1926

月～金曜日
9:00～17:00

大崎市

25 わくや子どもの心のケアハウス
〒987-0121
遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

TEL:0229-25-7307
FAX:0229-25-7308

月・火・木・金曜
日

9:00～16:00
涌谷町

26
美里町子どもの心のケアハウス
「はなみずき教室」

〒989-4205
遠田郡美里町木間塚字中央１

TEL:0229-58-1209
FAX:0229-58-2376

火・木・金曜日
13:00 ～17:00

美里町

27 加美町子どもの心のケアハウス

〒981-4401
加美郡加美町宮崎字屋敷一番52番
地4
(年度内に移転予定)

TEL:0229-69-5112
FAX:0229-69-6433

月～金曜日
9:00～15:00

加美町

28
色麻町子どもの心のケアハウス
「さくらルーム」

〒981-4101
加美郡色麻町清水字川端南25番地1

TEL:0229-25-7671
FAX:0229-65-4300

月～金曜日
9:00～16:00

色麻町

29 栗原市けやき教室
〒989-5171
栗原市金成沢辺西大寺1-5
(栗原市教育研究センター内)

TEL:0228-42-1158
FAX:0228-42-1158

月～金曜日
9:00～15:00

栗原市

30 栗原市子どもの心のケアハウス
〒989-5171
栗原市金成沢辺西大寺1-5
(栗原市教育研究センター内)

TEL:0228-42-1441
FAX:なし

月～金曜日
8:30～17:15

※毎月第３水曜
日の午後を閉
室日とする。

栗原市

31
石巻市けやき教室 〒986-0863

石巻市向陽町3丁目13番7号
TEL:0225-22-4157
FAX:0225-22-4157

火～金曜日
8:30～16:00

石巻市，女川町，
東松島市

32 石巻市子どものサポートハウス
〒986-0863
石巻市向陽町3丁目13番7号

TEL:0225-22-4157
FAX:0225-22-4157

火～金曜日
8:30～16:30

石巻市

33
東松島市子どもの心のケアハウ
ス
「イートっ子ルーム」

〒981-0503
東松島市矢本字河戸342番地2

TEL:0225-25-4882
FAX:0225-25-4883

月～金曜日
9:30～15:30

（祝祭日を除く）
東松島市
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34 女川町子どもの心のケアハウス
〒986-2243
牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山107-
17

TEL:0225-24-6685
FAX:0225-24-6686

月～金曜日
9:00～17:00

女川町

35 登米市けやき教室
〒987-0602
登米市中田町上沼字舘43番地
（中田生涯学習センター内）

TEL  0220(34)7401
FAX  0220(35)1559

月～金曜日
9:00～15:00

登米市

36
登米市子どもの心のケアハウス
「さくらの木」

〒987-0602
登米市中田町上沼字舘43番地
（中田生涯学習センター内）

TEL:080-3369-5414
FAX:0220-35-1559

月～金曜日
9:00～15:00

登米市

37
南三陸町教育支援センター
「はまゆり」

〒986-0725
本吉郡南三陸町志津川字沼田56番
地

TEL:0226-25-7740
FAX:0226-46-5348

月～金曜日
9:00～16:00

（※祝日、振替
休日は休み）

南三陸町

38 気仙沼市教育サポートセンター
〒988-8502
気仙沼市魚市場前１番１号
（気仙沼市魚市場前庁舎３F）

TEL:0226-24-0766
FAX:0226-25-8902

月～金曜日
9:00～17:00

気仙沼市
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