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IT サポーターいわき 
代表者氏名 中島 義雄 

連絡先 

所在地（住所） 〒972-8316  いわき市常磐西郷町忠多 263-1 

電話番号 43-0500 

FAX 番号 38-5561 

メールアドレス somu@seagreen.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス http://itiwaki.web.fc2.com/ 

主な活動場所 いわき市内 

会員数 14 名 

活動情報 
活動日 

定期（月例会第一火曜日、パソコン講座最終日曜日） 

不定期（パソコン講座に向けた勉強会や自主勉強会を 

月３～４回 

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 

市生涯学習プラザ市民講座「めざせＩＴリーダー」を受講した

パソコン好きのメンバーが中心となり、いわき市の情報化事業

にボランティアとして少しでも協力できたらという思いのも

と結成し、活動を行っています。 

いわき市交通安全母の会連合会 
代表者氏名 工藤 章恵 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8686  いわき市平字梅本 21 市民生活課内 

電話番号 22-1152 

FAX 番号 22-7561 

メールアドレス shiminseikatsu@city.iwaki.lg.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 各小学校単位 

会員数 約 12,000 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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いわき南地区更生保護女性会 
代表者氏名 松田 文子 

連絡先 

所在地（住所） 〒972-8322  いわき市常磐上湯長町湯台堂 135-208 

電話番号 43-4300 

FAX 番号 43-4300 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 いわき南地区（各公民館、集会所） 

会員数 170 名 

活動情報 
活動日 行事によってその都度 

会費 年会費 1,200 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

・明るい社会づくりのために活動します。 

・過ちにおちいった人たちの更生のための支えとなります。 

・講演会、集会を通して自己研鑽に努めます。 

 

ＣＡＰいわき 
代表者氏名 小野 洋美 

連絡先 

所在地（住所） 〒   

電話番号  

FAX 番号 92-3393 

メールアドレス cap-iwaki@air.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内全域、その他 CAP グループがない地域 

会員数 14 名 

活動情報 
活動日 依頼に応じて随時 

会費 1,200 円（年会費） 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

CAP とは（Child AssaultPrevention）の頭文字をとったもの

です。子どもたちがいじめ、痴漢、誘拐、虐待、性暴力などの

暴力から自分を守るための人権教育プログラムを提供してい

ます。 
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くらしとお金の相談室いわき 
代表者氏名 飯田 教郎 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8172  いわき市泉玉露 1-24-9 

電話番号 090-4725-7636 

FAX 番号 96-5559 

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・主として公的施設 

会員数 ９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 
消費者トラブルの多発が社会問題化している現状に鑑み、市民

の社会教育の一環として、金融知識等に関する講演会・セミナ

ー・相談会を開催します。 

子育てサポーターのつどい★てんしのほほえみ★ 
代表者氏名  

連絡先 

所在地（住所） 〒   

電話番号 64-8387 

FAX 番号 64-8387 

メールアドレス  

ホームページアドレス http://smilingangel.web.fc2.com/index.html 

主な活動場所 市内（生涯学習プラザ、アリオス、植田公民館など） 

会員数 10 名 

活動情報 
活動日 

第２、第 1 土曜日 10～12 時 

第４土曜日 10～12 時（奇数月） 

不定期 

会費 年会費 1,200 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

子育て支援を目的に乳幼児と保護者を対象に活動しています。

生涯学習ﾌﾟﾗｻﾞやｱﾘｵｽ、公民館等の講座の講師外、「まま to こ

ｸﾗﾌﾞ」・「ぴょんぴょん☆ﾒｲﾄ」を主催、市民講師の派遣依頼に

も応じています。子どもたちが笑顔になるお手伝いをしてくだ

さる方の参加をお持ちしています。 
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子育てサポーター・プリズム 
代表者氏名 遠藤 澄子 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8241  いわき市山田町岸ﾉ内 12 

電話番号 63-8403 

FAX 番号 63-8403 

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 7 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 
お世話になります。他団体と協力し、依頼があれば応援してい

ます。子育てに関する学びは続けておりますが、主活動はして

おりません。 

子育てポピークラブ 
代表者氏名 上野 由美子 

連絡先 

所在地（住所） 〒   

電話番号 090-6780-6892 

FAX 番号  

メールアドレス yuu-ue.19211629@docomo.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 20 名 

活動情報 
活動日 毎月第三又は第四水曜日 

会費 一家族 300 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

目的 

・元気に子育てできる環境づくりの一環とし、子育て家庭の

「つどいの広場」開催 

・教室・ｾﾐﾅｰを開始し、 

①親としての子育てのｽｷﾙｱｯﾌﾟを図る 

②参加者と支援ｽﾀｯﾌとの交流、参加者同士のｸﾞﾙｰﾌﾟﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・

情報交換を通して互いの悩みや情報の共有を図る 

③子育て家庭のﾈｯﾄﾜｰｸにより、地域での協力と助け合う人間関

係を育てる 
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子どもの読書環境を豊かにする会 
代表者氏名 志賀 英信 

連絡先 

所在地（住所） 〒979-0201  いわき市四倉町梅ヶ丘 2-2 

電話番号 32-6422 

FAX 番号 32-6422 

メールアドレス なし 

ホームページアドレス なし 

主な活動場所 市全域公共施設 

会員数 107 名 

活動情報 
活動日 保育園、幼稚園、小中学校の希望する日 

会費 年会費 1,000 円 

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 現在は主に保育園、幼稚園、小中学校の希望する月日、時間な

どに出向いて絵本の読み聞かせを実施している。 

声峰流 民謡三峰会 
代表者氏名 石井 美恵子 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8111  いわき市小名浜大原小滝町 12 ｰ 16 

電話番号 92-2217 

FAX 番号 92-2217 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 公民館、文化センター、老人憩いの家 

会員数 20 名 

活動情報 
活動日 毎週金曜日 19 時～21 時 

会費 2,000 円/月 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

みんなが豊かに暮らせる地域を目指して、まちづくり活動を行

っています。いわき踊り、勿来大会、憩問活動などのイベント

を開催しています。興味がある方、一緒に活動してみませんか。

皆さんのご参加をお待ちしています。 

最近は音楽対応をとり入れております。 
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「たけのこ」の会（不登校・ひきこもり・自立を考える会） 

代表者氏名 佐藤 由美子 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-0103  いわき市平藤間字川前 63-1 

電話番号 39-2059 

FAX 番号 39-4044 

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 

会員数 22 名 

活動情報 

活動日 月例会：隔月第一土曜日 14：00～16：00 

たけのこサロン：隔月で開催 

会費 2,000 円/年 

中途加入：500 円/３ヶ月毎   200 円/３ヶ月未満 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
学校生活や社会生活を通し、親が悩む以上に本人が悩んでいる

ことを理解し共感しつつ、本人の立場から悩みを考え、自立へ

向けて共に歩む場づくりをしています。 

勿来地区ボランティア連絡会 
代表者氏名 木島 勇道 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8232  いわき市錦町大島 1(勿来支所)  

社会福祉協議会勿来地区協議会内 

電話番号 63-2111（内線 5381） 

FAX 番号 63-1300 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 勿来地区 

会員数 120 名 

活動情報 
活動日 不定期 

会費 団体 2,000 円/年間、個人 1,000 円/年間 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

・青少年から大人まで幅広くボランティアの育成 

・農業を通じて地域住民と被災者の交流 

・福祉施設のイベント等にボランティア派遣 

・高校生を交えての防災訓練 

・子どものための料理教室（子ども食堂）を始めました 
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ボーイスカウトいわき地区協議会 
代表者氏名 西山 允雄 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-0101  いわき市平下神谷山ノ内 56 

電話番号 34-2386 

FAX 番号 34-2386 

メールアドレス bs35kato@amber.plala.or.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 各地区 

会員数 86 名 

活動情報 
活動日 いわき地区協議会年間事業計画による 

会費 地区内各団（４個団）よりの登録費 

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

年２回地区としてフェスティバルを開催。その 1つは「わんぱ

くフェスティバル」を実施。ボーイスカウトに所属していない

子ども達を募集して、ゲームなどを行い交流を図ります。その

他いわきサンシャインマラソンの応援。（実施できれば応援す

る。）今年度は 10 月中にゲーム・ウォークラリーなど予定。 

ボーイスカウト福島連盟いわき第 10 団『いわき中央隊』 
代表者氏名 勝倉 孝行 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8033  いわき市自由ヶ丘 47-7 

電話番号 28-5712 

FAX 番号 28-5712 

メールアドレス jo7cho@h7.dion.ne.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 中央台地域を中心に活動 

会員数 15 名 

活動情報 
活動日 毎月１回土曜・日曜（年間の活動プログラム） 

会費 １人年間 22,000 円（分割納入） 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
野外活動（キャンプ、炊事、ハイクなど）をとおして、「人の

役に立つ」「自発的行動」「共同生活」ができるようにします。

楽しく活動します。 

 


