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いわき風ぐるま 
代表者氏名 若井 健一 

連絡先 

所在地（住所） 〒   

電話番号 090-2026-6308 

FAX 番号  

メールアドレス kaze.kaze.iwaki@gmail.com 

ホームページアドレス http://ikaze.yamatoblog.net/ 

主な活動場所 草野公民館（水曜）泉公民館（日曜） 

会員数 10 名 

活動情報 
活動日 毎週水曜 19:00～21:00、月一回日曜 13:00～17:00 

会費 大人 1,000 円/月 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

よさこい踊りを通じて幅広い世代や地域の方と交流し、具体的

には市内外のｲﾍﾞﾝﾄ参加、市内の福祉施設慰問等をしています。

練習では相互指導を通して自己研鑽を図っています。 

皆さんも一緒に体を動かしてみませんか？ 

 

石城山岳会 
代表者氏名 下山田 安廣 

連絡先 

所在地（住所） 〒979-0201  いわき市四倉町字鬼越 105-3 

電話番号 0246-32-7056 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス http://iwakime.spoorts.coocan.jp 

主な活動場所 内郷公民館 

会員数 60 名 

活動情報 
活動日 毎月第 3日曜日 

会費 年会費 5,000 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 当山岳会は登山の普及、技術の向上、山岳に関する研究など、

登山を通し、スポーツと自然保護の高揚を目的としている。 
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いわき市健康歩く会 
代表者氏名 瀬川 寛 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-0101  いわき市平下神谷字本内 47-4（事務局長宅） 

電話番号 34-7895（事務局長宅） 

FAX 番号 34-7895（事務局長宅） 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内外 

会員数 100 名 

活動情報 
活動日 毎月 1～2 回 

会費 年会費 4,000 円（入会金もあり） 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

誰でもどこでもいつでもできるスポーツ等により自然を体感

できます。市内にはいつでも誰もが楽しめる認定コースがあ

り、ラトブせんだいや 道の駅よつくら港で手続きをし、各コ

ースを歩いて認定を受けられます。 

いわき市シルバーリハビリ体操指導士会 
代表者氏名 三田 須生雄 

連絡先 

所在地（住所） 〒   

電話番号 32-5724（16：00～18：00 連絡可） 

FAX 番号 32-5724 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 四倉公民館 

会員数 299 名 

活動情報 
活動日 毎週火曜日 

会費 無 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
地域社会の活性化、高齢者皆様の健康寿命の維持に貢献してい

きたいと思います。皆さんのご参加をお待ちしています。 

善心、善行、奉公 
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いわき市武術太極拳協会 
代表者氏名 蛭田 英明 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-0105  いわき市平菅波字数町 32-4 

電話番号 070-5478-4176 

FAX 番号 34-6058 

メールアドレス troll_hidemann@yahoo.co.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内全域、県内 

会員数 60 名 

活動情報 
活動日 加盟団体ごと、お問い合わせください 

会費 加盟団体ごと、お問い合わせください 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

私達の太極拳は、体を緩めて、その状態を保つ事を大切にして

動きます。 

それはそれは心地良いものです。 

心も解放され、心身ともに豊かになれるスポーツです。 

スイーツを味わうように楽しんでいます。 

いわき地域学會 
代表者氏名 吉田 隆治 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8021  いわき市平中神谷字宿畑 9-2 

電話番号 34-7871 

FAX 番号 34-7871 

メールアドレス iwaki@chiikigaku.com 

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

主な活動場所 市内 

会員数 150 名 

活動情報 
活動日 ５～２月の第２土曜日市民講座を開催 

会費 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 
会員の専門知識を生かした市民講座の開催や会報「潮流」の発

行などを通して、地域の文化振興に寄与することを目的として

います。 
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いわき濤笛会 
代表者氏名 佐藤 明子 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-0311  いわき市江名北町 109 

電話番号 55-8215 

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 生涯学習プラザ、アリオス、文化センター 市内全域 

会員数 46 名 

活動情報 
活動日 ボランティア活動は要請の都度 

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 音楽は人の心と地域を明るくしてくれます。自分の傍らに笛を

一管おいて人生の友としてご一緒に楽しみませんか。 

いわきバラ会 
代表者氏名 伊藤 清 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8261  いわき市植田町南町 1丁目 1-11 

電話番号 090-3759-0463 

FAX 番号 62-7665 

メールアドレス  

ホームページアドレス barakaiiwaki 

主な活動場所 市内全域 

会員数 50 名 

活動情報 
活動日 春・秋の剪定講習会・バラアレンジ講習会・バラ展（年中） 

会費 3,000 円（配布苗として苗１本提供） 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

バラの植栽技術を習得し、生活の中にバラを取入れ多様な楽し

み方をしています。ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭも会員におります。 

ﾊﾞﾗｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄは保育園や幼稚園など幼児対象講習会を行いま

す。 

ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰでバラ展も行います。 

いわきバラ会講師として日本バラ会認定上級指導員もいます。 
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いわき番傘川柳会 
代表者氏名 真弓 明子 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8122  いわき市小名浜林城辻前 4-6 

電話番号 58-5672 

FAX 番号  

メールアドレス spf68vf9@feel.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内各地区及び県内外、茨城県 

会員数 60 名 

活動情報 
活動日 会員作品集「家」毎日配布、毎月一回句会 

会費 一年間 6,000 円の誌代(12 冊) 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
川柳は 5,7,5 文字、たった 17 文字で自分の人生を詠み、人生

観を向上させる、江戸中期からの歴史を持つ文芸で今も国内に

多くの吟社があり、活動しております。 

いわき版画の会 
代表者氏名 遠藤 敞親 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8144  いわき市鹿島町久保 1-8-8 

電話番号 080-6006-4460 

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 いわき市文化センター 

会員数 11 名 

活動情報 
活動日 月に 2 回定例会あり 9：00～17：00 

会費 月 1,000 円 6 ヶ月前納 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
本会は版画活動を通して政策意欲と技術向上を図ると共に、地

域社会の文化の振興に寄与する。版画年賀状を作ったことがあ

る方なら上達は早いです。親切に指導します。 
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いわき・フォーカス 
代表者氏名 馬場 喜代治 

連絡先 

所在地（住所） 〒979-0201  いわき市四倉町字和具 69 

電話番号 85-0780 

FAX 番号 85-0780 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内を中心に活動 

会員数 8 名 

活動情報 
活動日 月 1回（不定日） 

会費 一ヶ月 500 円（半年ごとに 3,000 円徴収） 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

・月一回の月例会を主に写真を通じて会員相互の親睦を図る。 

・年間数度の会員企画立案による撮影旅行等あり（会費より補

助あり） 

 

いわきフルートアンサンブルアルビレオ 
代表者氏名 小田中 映子 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8127  いわき市小名浜玉川町東 29-10 

電話番号 58-2878 

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 練習場所：アリオス練習室 

会員数 10 名 

活動情報 
活動日 土曜日 1,2 回（9時～12 時） 

会費 年会費 6,000 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

市民親しまれるﾌﾙｰﾄｱﾝｻﾝﾌﾞﾙとしての演奏活動を行い、ﾒﾝﾊﾞｰ

の自己研鑽に努めるとともに、いわき市民の音楽文化の発展に

寄与することを目的として活動している。 

ﾌﾙｰﾄに興味のある方、ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙを楽しみませんか。団員募集中。 
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津軽三味線 光豊会 
代表者氏名 佐々木 光豊（佐藤美子） 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8021  いわき市平中神谷字柳橋 6 

電話番号 34-2035/090-7565-5629 

FAX 番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス http://gengoro-3244.com/ 

主な活動場所 市内、茨城県内 

会員数 15 名 

活動情報 
活動日 平日、土日（月３回） 

会費 有 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 佐々木光儀流のいわき支部です。老人施設への慰問や、文化祭、

イベントなどに多数参加しています。 

日本将棋連盟いわき棋友会支部 
代表者氏名 佐河 晴久 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-0314  いわき市洋向台 4-15-11 

電話番号 55-6989/090-6687-5528 

FAX 番号  

メールアドレス yuya-momo@hotmail.co.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 鹿島公民館、洋向台集会所（毎週土曜日 18 時～22 時） 

会員数 71 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 将棋による地域交流。 
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ブルースカイ・サウンズ・オーケストラ（ビッグバンド） 
代表者氏名 比佐 武 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8101  いわき市小名浜字横町 51 

電話番号 090-3983-1503 

FAX 番号 0246-92-4611 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 市内外 

会員数 20 名 

活動情報 
活動日 毎週一回（練習日）、18：00～22：00、不定期 

会費 2,500/月 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

（目的、内容）演奏活動を通じ、表現力、演奏技術の向上を目

指し、地域の活性化を図ると共に地域社会に音楽への親しみを

促進する事を目的とする。 

（一言 PR）「熱いラテンとスタンダードな JAZZ」を演奏する。 

 

文藝風舎 
代表者氏名 館山 智子 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8141  いわき市鹿島町走熊字寺作35（事務局 箱崎昭） 

電話番号 080-5222-8671 

FAX 番号  

メールアドレス akira.h@cosmos.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 いわき市内 

会員数 14 名 

活動情報 
活動日 毎月第 3日曜日 

会費 3,000 円/月 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 文学愛好者が集い、会員相互の作品を合評し合い、文学に対す

る意識向上と理解を得るために活動する。 
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真心体操教室 
代表者氏名 佐々木 真裕美 

連絡先 

所在地（住所） 〒   

電話番号 080-3326-3776 

FAX 番号  

メールアドレス magokoro1968@gmail.com 

ホームページアドレス  

主な活動場所 小名浜武道館、平体育館 

会員数 20 名 

活動情報 
活動日 月水木土 10：00～11：00 又は 14：00～15：00 

会費 １回 500 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
心と体を整えて健康づくりを目的としております。ストレッ

チ・筋トレ・脳トレ・瞑想（呼吸法）を１時間で行います。 

楽しい時間を一緒に過ごしましょう！ 

真尾倍弘・悦子の会 
代表者氏名 箱崎 昭 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8141  いわき市鹿島町走熊字寺作 35 

電話番号 080-5222-8671 

FAX 番号  

メールアドレス akira.h@cosmos.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス https://www.facebook.com/ 真 尾 倍 弘 悦 子 の 会 -

480483985385185/ 

主な活動場所 市内を中心に 

会員数 14 名 

活動情報 
活動日 ３、６、９、12 月の第一土曜日 午後１時 

会費  

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

戦後の混乱期に詩作・出版・印刷などでいわきの文化に貢献さ

れ、全国的にも活躍したお二人の著作が読み継がれ、その活動

が語り伝えられることを願って 2006 年に発足し、年４回例会

を開き、毎年会報を作成。 
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雅の会 
代表者氏名 森下 保夫 

連絡先 

所在地（住所） 〒970-8026  いわき市平字才槌小路 29  森下印房内 

電話番号 23-9305 

FAX 番号 23-9306 

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 12 名 

活動情報 
活動日 毎月第４木曜日 18～22 時 

会費 個人 500 円/月 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 介護施設等を慰問し、踊りを通じて社会に貢献することを目的

とする。 

朗読サロン・ミモザ 
代表者氏名 箱崎 耕平 

連絡先 

所在地（住所） 〒973-8405  いわき市内郷白水町川平 27-4 

電話番号 26-6264 

FAX 番号 26-6264 

メールアドレス hakozaki@blue.plala.or.jp 

ホームページアドレス  

主な活動場所 いわき市内 

会員数 総勢 11 名 

活動情報 
活動日 原則として毎月第 1・3 水曜日 

会費 500 円/月 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 朗読技量の向上および社会的活動の展開により地域文化の向

上に資する。 

 


