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（特定非営利活動法人）あいサービス 
代表者氏名  

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8223 いわき市佐糠町東２丁目６番地の９ 

電話番号 88-1351 

FAX 番号 88-1351 

メールアドレス ai1351@triton.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 勿来地区 

会員数 11名 

活動情報 

活動日 不定期 

会費 5,000円 

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 介護相談等がありましたらお気軽にご相談下さい 

（特定非営利活動法人）いわき介護予防支援の会・のかこ 
代表者氏名 関内 きえ子 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8045 いわき市郷ケ丘三丁目６番地の 12 

電話番号 090-2795-2794 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（特定非営利活動法人）いわき絆ネット 
代表者氏名 三品 優諭 

連絡先 

所在地（住所） 
〒970-8022 

いわき市平塩字宮前 46 番地の１ フレア中野Ⅵ104 

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）いわき緊急サポートセンター 
代表者氏名 前澤 由美 

連絡先 

所在地（住所） 〒 

電話番号 080-6055-1099 

FAX 番号 0246-84-9934 

メールアドレス iwakikinsapo@gmail.com 

ホームページアドレス http://iwakikinsapo.jimdofree.com 

主な活動場所 
いわき市郷ケ丘１丁目 10-7 平支援拠点 リアライズ 

いわき市小名浜大原字丁新地 206-2 支援拠点 アステール 

会員数 26名 

活動情報 

活動日 365 日 

会費 
年会費 2,000 円 

登録は無料 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

子どもの一時預かり（病児・障がい児含む）や出産前後のサポ

ートでご家族丸ごと応援しています。 

相談支援サロン・体操、人材育成研修・保育士勉強会を開催中。

ラトブ２階に「すくのび広場」を常設し、いわき市芸術文化交

流館（アリオス）で毎週水曜日に出張広場しています。 
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（特定非営利活動法人）いわき市障がい者職親会 
代表者氏名 石山 伯夫 

連絡先 

所在地（住所） 〒 

電話番号 0246-24-1588 

FAX 番号 0246-22-1233 

メールアドレス  

ホームページアドレス http://www.iwaki-syokuoya.com 

主な活動場所 いわき市内 

会員数 70名 

活動情報 

活動日  

会費 

(１)正 会 員 入会金：団体 10,000円 個人 5,000円 

年会費：団体 10,000円 個人 5,000円 

(２)賛助会員 年会費：団体一口 5,000 円 個人一口 3,000円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
各行政機関と連携を図り、いわき市内における障がい者の雇用

促進と安定のための事業を進めております。 

（特定非営利活動法人）いわき自立生活センター 
代表者氏名 長谷川 秀雄 

連絡先 

所在地（住所） 〒970－8047  いわき市中央台高久 2 丁目 26-4 

電話番号 68-8925 

FAX 番号 68-8926 

メールアドレス azalea@mbr.shere.ne.jp 

ホームページアドレス http://ciliwaki.wix.com/ciliwaki 

主な活動場所 市内、双葉郡 

会員数 100 名 

活動情報 

活動日 日～土曜日 

会費 2,000円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

障がいのある人も、健常な人々と同じ権利が行使できる幸福な

人生を追い求めることができるよう、支援していく団体です。

そのために様々な障がい福祉介護事業を行っています。 
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（特定非営利活動法人）いわきハンディキャップサポートセンター 

代表者氏名 小栁 湖津江 

連絡先 

所在地（住所） 〒972-8321  いわき市常磐湯本町天王崎 1-151 

電話番号 68-6307 

FAX 番号 68-8071 

メールアドレス tudura-npo@rainbow.plala.or.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内 

会員数 15名 

活動情報 

活動日 通年 

会費  

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）いわきふれあいサポート 
代表者氏名 郡司 美枝子 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字堂根町２番地の 12 

電話番号 090-2029-1490  090-2029-0997 

FAX 番号  

メールアドレス fureai_516@yahoo.co.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 文化センター 

会員数 １５７名 

活動情報 

活動日 

毎月第１水曜日 13～15時 

女性の居場所づくりおしゃべりカフェ・コスモス  

他活動 随時 

会費 個人 2,000円/年 団体 5,000円/年 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

女性保護事業の充実強化の推進に努め、孤立する女性に寄り添

えるような催しを定期的に実施し、人権侵害被害を受けた女性

に対し、緊急一時保護事業を行う。女性の基本的人権の確立と

地位の向上を図ることを目的とする。 
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（特定非営利活動法人）園芸療法園芸福祉協会 
代表者氏名 横田 直人 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8183  いわき市泉町下川字谷地川 117 番地 

電話番号 090-4997-6401 

FAX 番号  

メールアドレス engei.ryoho@gmail.com 

ホームページアドレス http://engeiryoho.jimdo.com 

主な活動場所 県内（高校、市町村（被災者の集うサロン））ほか 

会員数  

活動情報 

活動日 

毎月１回の園芸活動（団体からの要請を受けて実施） 

8 月と 1 月には 3 日間の特別な園芸活動(高校からの要請で実

施) 

会費  

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
植物を活用することで、心身の機能の改善や健康の回復・維持

を図り、豊かで潤いのある生活の質の向上を目指す。 

（特定非営利活動法人）おたすけ倶楽部 
代表者氏名 村岡 寛 

連絡先 

所在地（住所） 〒979-0333  いわき市久之浜町久之浜字立 151 番地の 2 

電話番号 82-4441 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（ＮＰＯ法人）甲斐っトランド 
代表者氏名 下山 重人 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-1147  いわき市好間町大利字小川崎 103 番地の１ 

電話番号 090-3977-9397 

FAX 番号 0246-84-9845 

メールアドレス  

ホームページアドレス https://kaittland.jimdofree.com/ 

主な活動場所 いわき市好間町大利 

会員数 10名 

活動情報 

活動日 毎週日曜日 17：00～（冬期は休み） 

会費  

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

放浪している犬、放し飼い、虐待などの犬の保護。保健所の一

般譲渡不可の犬の受け入れ。お散歩しながら道路上の糞、タバ

コの吸い殻などを拾うボランティア。いわき市クリンピー応援

隊登録中。 

（特定非営利活動法人）かべや福祉作業所 
代表者氏名 杉山 誠子 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8028  いわき市平上神谷字神谷分２０番地 

電話番号 34-6678 

FAX 番号 84-7074 

メールアドレス kabeya-sagyou@train.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 指定生活介護事業所ピースフルかべや 

会員数 34名 

活動情報 

活動日 月～金、第１・３土曜日 8：30～17：00 

会費 3,000円 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

「安全・安心」できる場所を提供して利用者さんの個性と意志

をしっかり受け入れ、社会の一員として参加できる能力を引き

出し、心豊かで和やかに過ごせるアットホーム的な施設として

活動しています。 
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（特定非営利活動法人）共創未来 
代表者氏名 佐藤 学 

連絡先 

所在地（住所） 〒979-0202  いわき市四倉町上仁井田字北浜 89 番地の 2 

電話番号 0246-38-4632 

FAX 番号 0246-38-4633 

メールアドレス kyosomirai@kyosomirai.or.jp 

ホームページアドレス https://kyosomirai.or.jp 

主な活動場所 いわき市泉事務所 

会員数 5 名 

活動情報 

活動日 毎週月曜日～金曜日 ８：30～17：30 

会費 
正会員 1,000円/年 賛助会員 1,000 円/年  

共に入会金 10,000円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

障害者や幼児に対して、自立した生活を送るための支援と健全

な育成に関する事業を行い、福祉増進に寄与することを目的と

する。 

（特定非営利活動法人）くらしアシストりう 
代表者氏名 髙橋 弘己 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8044  いわき市中央台飯野一丁目 29 番地の２ 

電話番号 0246-28-1577, 080-6042-5494 

FAX 番号 0246-28-1577 

メールアドレス  

ホームページアドレス http://www.assist-riu.com/ 

主な活動場所 市内全域 

会員数 27名 

活動情報 

活動日  

会費 
正会員個人 ：入会金 1,000円、年会費 3,000 円 

賛助会員個人：入会金 1,000円、年会費 2,000 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

ご自宅で暮らす高齢者や障害者の在宅生活を支援しています。 

介護に興味関心のある方がボランティア活動をしたいと思う

ことがありましたら、一緒に支援活動をしてみませんか？ 
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（特定非営利活動法人）厚斯会 
代表者氏名 矢部 美智子 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8261  いわき市植田町中央一丁目 12 番地の 8 

電話番号 63-2034 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）ゴールデンハープ 
代表者氏名 森 章 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8146  いわき市鹿島町御代字九反田 1-1 

電話番号 84-6262 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（特定非営利活動法人）ことほぎの会 
代表者氏名 川口 光子 

連絡先 

所在地（住所） 〒972-8316  いわき市常磐西郷町岩崎２９番地の３ 

電話番号 72-0730 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）子どもの家 
代表者氏名 阿邉 松山 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8232  いわき市錦町重殿１５番地 

電話番号 65-6236 

FAX 番号 65-6230 

メールアドレス BCB13871@nifty.com 

ホームページアドレス http://kodomonoie-daynursery.com/ 

主な活動場所 市内、及び隣接した地域 

会員数 役員 10名 

活動情報 

活動日 定期 月～金 ９～17 時 

会費 無 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
障がい児・者が健常者とともに生活していく社会を目指しま

す。 
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（特定非営利活動法人）Commune with 助産師 
代表者氏名 草野 祐香利 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8036  いわき市平谷川瀬二丁目 11-12 

電話番号 23-3303 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）在宅療養生活の高齢者を支援する会 

代表者氏名 金成 秀生 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8036  いわき市平谷川瀬字堂ノ入 31 の 21 

電話番号 35-7115 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（特定非営利活動法人）しおんの会 
代表者氏名 松村 伸和 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8241  いわき市山田町川田 73 

電話番号 62-2262 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）生涯就労支援センター 
代表者氏名 長谷川 若菜 

連絡先 

所在地（住所） 
〒970-8026 

いわき市平字一町目１番地グラン・ディ・セーラム T1-1007 

電話番号 85-5011 

FAX 番号 85-5044 

メールアドレス shuurou.shien@bh.wakwak.com 

ホームページアドレス http://xn--1cki9mlb9134an5lpzm8lc.com/ 

主な活動場所 事業所（いわき市常磐西郷町銭田 104-10 ＫＳビル２A） 

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

一般企業に就労する事が困難な障がいのある方に対して雇用

契約に基づき、福島県の最低賃金を支払い生産活動の機会の提

供、知識及び能力の向上の為に必要な訓練を行います。 

このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まっ

た方には、最終的には一般企業への就労を目指します。 
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（特定非営利活動法人）常磐福祉会 
代表者氏名 河原 美奈子 

連絡先 

所在地（住所） 〒973-8404  いわき市内郷内町水之出 14番地 

電話番号 26-7720 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）ソーシャルデザインワークス 
代表者氏名 北山 剛 

連絡先 

所在地（住所） 〒973-8405  いわき市内郷内町水之出 17番地 

電話番号 84-8301 

FAX 番号  

メールアドレス ss＠sdws.jp 

ホームページアドレス 
https：//sdws.jp 

https：//socialsquare.life 

主な活動場所 いわき市、郡山市、西宮市、熊本市 

会員数 20名 

活動情報 

活動日  

会費 
入会金：5,000円（正会員） 

年会費：一口 5,000円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

障害福祉サービスの提供をする事業所 SOCIALSQUARE の運営

と、障害の有無、国籍、年齢、性別、文化など異なる人が存在

する社会を目指す「ごちゃまぜ」まちづくり活動を行っており

ます。 
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（特定非営利活動法人）そよ風ネットいわき 
代表者氏名 安藤 民子（理事長） 

連絡先 

所在地（住所） 
〒970-8026  いわき市平字菱川町 1番地の 3  

いわき市社会福祉センター3 階 

電話番号 25-8540 

FAX 番号 25-8528 

メールアドレス soyokaze@cyber.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内全域 

会員数 296 名（利用会員） 

活動情報 

活動日 毎週月～金曜日（祝日・年末年始・夏季休暇は休み） 

会費 
賛助会員 個人   一口 3,000円 

団体会員 一口 5,000 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

利用会員が将来にわたり、地域で安心した生活ができるように

金銭管理などを手助けし、困ることなく自立した生活を送れる

ようお手伝いする団体です。 

（特定非営利活動法人）地域福祉ネットワークいわき 
代表者氏名 鎌田 真理子 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字菱川町１番地の３ 

電話番号 0246-68-7612 

FAX 番号 0246-21-7618 

メールアドレス ogenkidesuka@coast.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス https://npo-fukushinetiwaki.com 

主な活動場所 市内全域 

会員数 135 名 

活動情報 

活動日 月曜日～金曜日 8:30～17:15 

会費 正会員 3,000円/年 ，賛助会員 2,000円/年 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

高齢者や障がい者を始めとする地域住民の心身の健康の維持、

生活安定の為に必要な事業を行い、住み慣れた環境で自らの意

志により、その人らしい生活を継続する事が出来る地域社会の

実現に寄与する事を目的にしています。 



【分野 保健・福祉・医療（NPO 法人）】 

14 
 

（特定非営利活動法人）チャオ 
代表者氏名 山田 肇 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-0313  いわき市中之作字須賀１番地の１ 

電話番号 090-5593-8364 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）ちょぼら 
代表者氏名 日和田 美幸 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8183  いわき市泉町下川字川向 48番地の 1 

電話番号 84-8901 

FAX 番号 84-8902 

メールアドレス chobora@amail.plala.or.jp 

ホームページアドレス https://chobora.wixsite.com/mysite 

主な活動場所 市内全域 

会員数 18名 

活動情報 

活動日 月～土 

会費 
入会金：10,000円 

年会費：10,000円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

「ちょぼら」とは「ちょっとボランティア」の略で、誰もが気

軽に参加できる福祉団体を目指して、障害福祉サービスを中心

に活動しています。 
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（特定非営利活動法人）なこそ授産所 
代表者氏名 髙村  トミ子 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8252  いわき市仁井田町寺前 9-1 

電話番号 84-7102 

FAX 番号 84-7103 

メールアドレス nakosojyusanjyo@gmail.com 

ホームページアドレス http://nakoso-jyusanjyo.com/ 

主な活動場所 市内 

会員数 60名 

活動情報 

活動日 個人の都合のよい日に 

会費 年 1,000円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

年齢を越え障がい者も年寄も子供も共に生きる社会づくりに

頑張る それが会員みんなの喜び生きがいになっている 

年間通じ地域のイベントに参加（歩行者天国、盆踊り、いわき

おどり、芸能祭等） 

一緒に活動してみませんか 

（特定非営利活動法人）日本整形淋巴医学研究所 
代表者氏名 新川 敏 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8144  いわき市鹿島町久保字反町 24 番地の 1 

電話番号 76-0768 

FAX 番号 76-0769 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  



【分野 保健・福祉・医療（NPO 法人）】 

16 
 

（特定非営利活動法人）ぬちどぅたから 
代表者氏名 渡邊 智 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8001  いわき市平上平窪字上岡 91番地 

電話番号 0246-38-8632 

FAX 番号 0246-38-8632 

メールアドレス dontokoi-tutaba@mbr.nifty.com 

ホームページアドレス  

主な活動場所 いわき市全域、双葉郡全域 

会員数 11名 

活動情報 

活動日 月～金 8:30～17:30（土、日、祝日、年末年始は休み） 

会費 2,000円 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

いわき市に避難している双葉郡の障がい児・者への相談支援・

生活支援に関する事業を行うとともに、見えてきた地域課題を

当事者や行政・関係機関と共有し、課題解決に取り組むことで、

福祉の増進を図り、共生社会の実現に寄与することを目的とし

ています。 

（特定非営利活動法人）ハッピーメイト 
代表者氏名 蛭田 眞由美 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8185  いわき市泉町二丁目３番地の 13 

電話番号 73-1877 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（特定非営利活動法人）ひまわり 
代表者氏名 新妻 寿雄 

連絡先 

所在地（住所） 〒973-8402  いわき市内郷御厩町 3丁目 142 番地 

電話番号 27-4960 

FAX 番号 84-8038 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 住所に同じ 

会員数 18名 

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

障害者の方たちと共に、日々こだわり国産 100％のお豆腐作り

と販売に励んでいます。 

また、町の事業所（施設）のイベントにも参加しています。 

美味しいお豆腐を今日の食卓に、お電話や FAX をお待ちして

います。 

（特定非営利活動法人）福祉協会 
代表者氏名 櫻田 英夫 

連絡先 

所在地（住所） 〒973-8403  内郷綴町金谷 19-15 吉田店舗ビル 1階 2 

電話番号 0246-51-5340 

FAX 番号 0246-51-9761 

メールアドレス hukushi.kyoukai@kme.biglobe.ne.jp 

ホームページアドレス npo-fukushikyokai.com 

主な活動場所 事業所内、ブルーベリー畑 

会員数  

活動情報 

活動日 平日 

会費  

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

通所による雇用契約等に基づく就労の機会を提供するととも

に、一般就労に向けた知識、能力が高まった者について、一般

就労への移行に向けて支援します。生産活動は事業所内・外に

及び個性を活かせるよう取り組んでおります。 
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（特定非営利活動法人）福祉ネットワーク 
代表者氏名 芳賀 孝正 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8232  いわき市錦町竹の花 20 番地 

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（NPO法人）福島県重症心身障害児・障害者を守る会 
代表者氏名 富岡 靖 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8201  いわき市江畑町小能田 40番地の２ 

電話番号 
0246-63-3431 

090-8254-1601 

FAX 番号 0246-63-3431 

メールアドレス tomioka12002@yahoo.co.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 いわき市 

会員数 17名 

活動情報 

活動日 不定期 

会費 1,000円/年 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（特定非営利活動法人）ふくしま成年後見サポートセンター 

代表者氏名 鵜沼 理人 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8151  いわき市小名浜岡小名字荒工 9 番地の 3 

電話番号 080-3579-4303 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内全域 

会員数 10名 

活動情報 

活動日 不定期 

会費 無し 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

成年後見制度の普及のために、法定後見及び任意後見を受任す

る活動をしています。会員の知識向上のため、法令及び事例検

討の勉強会を開催しています。 

（特定非営利活動法人）布紗 
代表者氏名 中崎 とし江 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字旧城跡 12 番地 80 

電話番号 38-4659 

FAX 番号 38-4459 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（特定非営利活動法人）フリーフライト 
代表者氏名 石河 京子 

連絡先 

所在地（住所） 〒973-8402  いわき市内郷御厩町三丁目１１３番地 

電話番号 45-1922 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

（特定非営利活動法人）母子通園センター 
代表者氏名 熊谷 繁治 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-0116  いわき市平馬目字馬目崎 52番地 

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所  

会員数  

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（特定非営利活動法人）ままはーと 
代表者氏名 理事 笠間真紀 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-1151  いわき市好間町下好間字一町坪 83-1 

電話番号 0246-38-3719 

FAX 番号 0246-38-3729 

メールアドレス honbu@mamaheart-iwaki.com 

ホームページアドレス http://mamaheart-iwaki.com/ 

主な活動場所 いわき市 

会員数 11名 

活動情報 

活動日 月曜日～土曜日（年末年始（12/29～1/3）を除く） 

会費 １口 1,000円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
重症心身障がい児（者）をご家族、きょうだい達が、住みなれ

た地域の中で、イキイキと活動できる場所を創ります。 

（特定非営利活動法人）みどりの杜福祉会いわきワイナリー 

代表者氏名  

連絡先 

所在地（住所） 〒 

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス http://midorinomori-f.com/miraikobo/ 

主な活動場所 市内 

会員数 145 名 

活動情報 

活動日  

会費  

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  
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（特定非営利活動法人）ゆるーり 
代表者氏名 小湊 宏 

連絡先 

所在地（住所） 
〒970-8026 

いわき市平字大館 31の 8（株）矢吹燃料本社ビル 205号 

電話番号 88-7889 

FAX 番号 88-7899 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 平 

会員数 10名 

活動情報 

活動日  

会費 1,000円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

精神障がい者のグループホームです。 

みんなが自分の力で最後まで「できる」を目ざして生活してい

ます。 

（特定非営利活動法人）ワークショップあいあい 
代表者氏名 豊田 節子 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8101  いわき市小名浜字下町８番地 

電話番号 52-2522 

FAX 番号 88-6101 

メールアドレス toyoda.setuko@tcpaz.plala.or.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 住所に同じ 

会員数 16名 

活動情報 

活動日 月～金曜日 10 時～15 時 45分 

会費 無 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

市民の皆さんが出して下さる衣類を再利用して工業用ウエス

を作っています。 

障がいのある方が元気、笑顔、助け合い、感謝で日々活動して

います。一枚一枚手作業でつくり出すウエス作りに興味関心の

ある方はどうぞお越しください。 
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（特定非営利活動法人）ワークハウスいわき 
代表者氏名 三谷 義通 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-0101  いわき市平下神谷字内宿６４番地の１ 

電話番号 34-5631 

FAX 番号 34-5631 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 いわき市内全域 

会員数 利用者数 25名 

活動情報 

活動日 月～金曜日 

会費 無 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

障害者の社会参加と就労支援の活動をしています。 

具体的には企業より仕事を受産し、それを行う事により目的を

達成する。 

 

（特定非営利活動法人）わいわい作業所 
代表者氏名 猪狩 正江 

連絡先 

所在地（住所） 〒969-0201  いわき市四倉町東２丁目 116番地の２ 

電話番号 0246-32-5533 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内全域 

会員数 20名 

活動情報 

活動日 
毎週月～金曜日 ８時～16時、土曜日８時～15 時（月２回程

度 不定期） 

会費 無し 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
障害のある方が地域で生き生きとした価値のある人生と自立

した生活を送ることを目的とします。 

 


