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泉コーラス 
代表者氏名 石井 ナミ子 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8172  いわき市泉玉露 2-14-12 

電話番号 56-6583 

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 泉公民館 泉地区 市内 

会員数 14 名 

活動情報 
活動日 毎月第 2第 4金曜日 13 時 30 分～15 時 00 分 

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 

地区の芸能発表会出場 

 ほかの地区に出掛けたり合唱の能力を高めながら地域の皆

さんと楽しく集う事を目的として練習に励んでいます。皆さん

のご参加をお待ちしております。 

 

一般社団法人 Teco 
代表者氏名 小沼 満貴 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8066  いわき市平下平窪山土内町 2-21 

電話番号 080-9639-2525 

FAX 番号  

メールアドレス onumaki.teco@gmail.com 

ホームページアドレス https://tecojapan.wordpress.com 

主な活動場所 いわき市、福島県 

会員数 20 名 

活動情報 
活動日 基本的に平日（イベント時は週末の場合有り） 

会費 個人会員 3,000 円/年 法人会員 10,000 円/年 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

「このまちに住んで良かった」と誰もが感じることができるま

ちを目指し、原子力災害の被災者が復興公営住宅や水害被災地

のコミュニティ支援、スポーツ体験等を通しての世代間交流な

どを行っています。 

いつでもお気軽に見学にいらしてください！ 
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いわきゴルフトーナメントボランティア友の会 

（略称いわき GTV 友の会） 
代表者氏名 柳葉 正八 

連絡先 

所在地（住所） 〒   

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス ku5080ohshan@gmail.com 

ホームページアドレス  

主な活動場所 競技開催箇所(連絡指定) 

会員数 15 名 

活動情報 
活動日 ６月第１月曜日、親睦会ゴルフ（適時） 

会費 なし 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

私たちの活動は、視覚に障害がある方がゴルフをするサポート

をしています。 

業務内容はスコアラーになりますが、プレーヤーの中にはグロ

スで-90 を切る方もおります。そのような方のプレーを実際に

見て体験してみてはいかがでしょうか。 

きっとあなたの人生の大きな原動力になると思います。 

（公益社団法人）いわき青年会議所 
代表者氏名  

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字才槌小路 18-8 

平コミュニティ会館 

電話番号 24-0780（平日 11：00～16：00） 

FAX 番号 25-7110 

メールアドレス info@iwaki-jc.com 

ホームページアドレス http://iwaki-jc.com/ 

主な活動場所 市内全域 

会員数 約 85 名 

活動情報 
活動日  

会費 入会金：10,000 円、年会費：100,000 円 

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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いわき都市研究会 
代表者氏名 矢内 秀幸 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字愛谷町 3丁目 1-6 

電話番号 23-2105 

FAX 番号 23-2105 

メールアドレス yanai2004hideyuki@yahoo.co.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内全域 

会員数 3 名 

活動情報 
活動日 隔月第 3土曜日 午後１時～４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 明日の美しい我がいわき市をみんなで考えよう！ 

内郷まちづくり市民会議 
代表者氏名 四ッ倉 隆裕 

連絡先 

所在地（住所） 〒973-8401  いわき市内郷小島町花輪９番地 

（株式会社山一緑化土木内） 

電話番号 26-3061 

FAX 番号 26-3791 

メールアドレス info@uchigo-iwaki.net 

uchigo-shiminkaigi@iwaki-yam1.com 

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

主な活動場所 内郷管内 

会員数 80 名 

活動情報 

活動日 不定期 

会費 個人 2,000 円/年 

会社団体 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 
「内郷らしいまちづくり」を目指し、皆さんも活動に参加して

みませんか？内郷のまちづくりに興味のある方ならどなたで

も参加できます。気軽にご連絡ください。 
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健康予報士・いわき市まちづくり健康クラブ 

（ＫＩＺＵＮＡ2011 内） 
代表者氏名 野口 清孝 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字梅香町 5-18 

電話番号 84-5017 

FAX 番号 84-5017 

メールアドレス kizuna2011.iwaki@gmail.com 

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 不定期 

会費 年間：1,000 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

血管チェックから、生活習慣病の予防支援。生活習慣の改善の

意欲付けと健康アドバイス。医師、企業と協働のもと、行政の

支援を含めた医療費削減。誰でも簡単に楽しめる超安全吹き矢

で健康づくりを目指す。 

下平窪山林愛護会 
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  

主な活動場所 下平窪、四ツ波 

会員数 41 名 

活動情報 
活動日 年４回程度 

会費 無 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 石森ふれあいの森や堤防等の草刈り等の活動を行っています。 
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シャプラニール いわき連絡会 
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://www.shaplaneer.org/ 

主な活動場所 市内及びバングラデシュ・ネパ－ル 

会員数 25 名 

活動情報 
活動日 不定期 

会費 無 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ・ﾈﾊﾟｰﾙに現地駐在員を派遣して文化教育支援、子

どもの権利を守る活動等をしています。あなたが日本でできる

活動を通して（あなたの葉書が誰かのために）等、同じｱｼﾞｱに

住む人に心を寄せてみませんか？ 

湘南台町内会 
代表者氏名 長谷川 健司 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8152  いわき市湘南台 2-12-9 

電話番号 92-4482 

FAX 番号 92-4482 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 湘南台町内会 

会員数 410 名 

活動情報 
活動日 定期 第１日曜日 

会費  

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

・住みよいまちづくり運動の推進、環境整備の充実 

・住んでよかった明るいまちづくり。月一度の美化清掃を通

じ、公園維持管理及び緑地帯、法面の除草等、住民ボランティ

アで定期的に実施しております。 
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じょうばん街工房２１ 
代表者氏名 小泉 智勇 

連絡先 

所在地（住所） 〒972-8321  いわき市常磐湯本町天王崎 33-1 

商工会議所常磐支所内 

電話番号 43-2757 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス machi-kobo.com 

主な活動場所 常磐地区 

会員数 130 名 

活動情報 
活動日 約 3ヶ月ごと 

会費  

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ  

平下平窪河川愛護会 
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  

主な活動場所 夏井川区内左岸堤防 

会員数 46 名 

活動情報 
活動日 年４回程度 

会費 無 

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 環境保全のため、草刈り、ごみ回収など、会員総出で活動して

います。 
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平下平窪公園愛護会 
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  

主な活動場所 区内公園（３ヶ所） 

会員数 約 150 名 

活動情報 
活動日 年数日活動実施（除草作業） 

会費 無 

会員募集 □ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

・利用しやすい安全安心な公園環境つくりを実施しています。 

・区内団体（子供会、老人会、婦人会、山林愛護会等）で実施

しています。 

・主な活動は除草、遊具点検、ごみ回収等 

遠野町商工会女性部 
代表者氏名 三戸 まゆみ 

連絡先 

所在地（住所） 〒972-0161  いわき市遠野町上遠野字堀切 12-1 

遠野町商工会内 

電話番号 89-2174 

FAX 番号 89-2473 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 主に遠野地区内 

会員数 30 名 

活動情報 
活動日 遠野バイパス沿線の美化活動は奇数月第３日曜日に行ってい

る 

会費  

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
町内での各種イベント参加等、遠野バイパス沿線美化活動を偶

数月に行っています。地域に根ざした活動を継続していきたい

と思っております。 
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福島県建築士会 いわき支部 
代表者氏名 作山 栄一 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8161  いわき市小名浜諏訪町 22-19 

電話番号 22-4433 

FAX 番号 22-4440 

メールアドレス office@iwaki-archi.net 

ホームページアドレス http://iwaki-archi.net/ 

主な活動場所 市内 

会員数 240 名 

活動情報 
活動日 平日（水曜日休） 

会費 20,000 円/年 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
建築士の技術の進歩、品位保持向上並びにその業務の健全なる

発展を図り、もって広く社会公共の福祉増進に寄与することを

目的とする。 

ふる里「しとき」を考える会 
代表者氏名 緑川 恵男 

連絡先 

所在地（住所） 〒979-0153  いわき市川部町川原２８ 

電話番号 65-2665 

FAX 番号 65-2665 

メールアドレス eio@taupe.plala.or.jp 

ホームページアドレス 無 

主な活動場所 勿来、川部地区(河川・花壇・美化活動、交流等地区行事の参

加、フリーマーケット) 

会員数 40 名 

活動情報 
活動日 随時 

会費 500 円/年 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

活動を通じ地域のコミュニケーションがはかられています。高

齢化になっていますが、今後はこれまで積み上げてきた活動を

維持し継続できる組織づくりを目指します。 

一緒に活動してみませんか。 
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四倉町商工会女性部 
代表者氏名  

連絡先 

所在地（住所） 〒979-0201  いわき市四倉町字西四丁目 4-5 

四倉商工会館 

電話番号 32-2900 

FAX 番号 32-2481 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 主に四倉地区内 

会員数 28 名 

活動情報 
活動日 不定期 

会費 2000 円/年 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

花いっぱい運動（年２回）、四倉夏まつりの参加、各種イベン

ト参加等 

 四倉町の事を第一に思いながら、商工業者女性として活動し

ています。 

 

四倉町商工会青年部 
代表者氏名  

連絡先 

所在地（住所） 〒979-0201  いわき市四倉町字西四丁目 4 ｰ 5 

四倉町商工会 

電話番号 32-2900 

FAX 番号 32-2481 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 四倉町内 

会員数 12 名 

活動情報 
活動日 不定期 

会費 有 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
諏訪神社「女御輿」後援、四倉夏まつり「ねぶた」参加、地域

振興事業、研修事業、四倉地区内保育所・幼稚園のサンタ事業

参加 

 


