
 

環境保全・災害救援・地域安全・町内会活動 
 
※ あいうえお順に並んでいます。 
 
いわき中央地区交通安全協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

いわき南地区交通安全協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
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高久滑津川河川愛護会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
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いわき中央地区交通安全協会 
代表者氏名 佐久間 比出男 

連絡先 

所在地（住所） 〒973-8402  いわき市内郷御厩町 4-148 

いわき中央警察署内 

電話番号 27-0314 

FAX 番号 27-0314 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 いわき中央警察署 管内（常磐地区を除く） 

会員数 約 60,000 名 

活動情報 
活動日 毎週月～金、年４回の各季の安全運動時は土・日もあり 

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 

・交通事故防止運動の展開 

 関係機関・団体とともに、各季節運動や講習会の開催などの

事業を行っています。 

・免許更新の通知と案内 

・各種の表彰 

・チャイルドシートの貸出し 

いわき南地区交通安全協会 
代表者氏名 山下 知昭 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8261  いわき市植田町南町一丁目 6-6 

いわき南警察署内 

電話番号 62-7390 

FAX 番号 62-7390 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 いわき南警察署管内 

会員数 約 35,000 名 

活動情報 
活動日 9 時 00 分～16 時 00 分（受付時間） 

会費 3 年入会：1,500 円、4 年入会：2,000 円、5 年入会：2,500 円 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

交通事故防止活動及び啓発活動等（広報車による広報活動、ﾎﾟ

ｽﾀｰ･ﾁﾗｼ作成配布・電光掲示板等による広報、子供と高齢者の

交津教室の開催等） 

当会は悲惨な交通事故を防止するため様々な活動を展開して

います。 
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いわき南地区防犯協会連合会 
代表者氏名 樫村 勝司 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8261  いわき市植田町南町一丁目 6-6 

いわき南警察署内 

電話番号 63-2141 

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 いわき南部地域 

会員数 85 名 

活動情報 
活動日 不定期（7地区の地域の実情に合った活動を実施） 

会費 無 

会員募集 □ 募集中 ■ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 

H22.2.26 植田駅舎内に民間交番「うえだふれあい広場」を、

H19.6.1 勿来駅前に「関の子広場」を開所し、地域の安全安心

活動や少年健全育成活動を行っています。現在ｻﾎﾟｰﾀｰ募集中で

す。自分の都合のいい時間に一緒に活動しませんか。 

岩出の郷里山クラブ 
代表者氏名 佐藤 幸二 

連絡先 

所在地（住所） 〒   

電話番号 28-8673 

090-5357-7486 

FAX 番号  

メールアドレス inohana575@kmail.plala.or.jp 

ホームページアドレス https://www/facebook.com/iwadenosato.satoyamakurabu 

主な活動場所 いわき金成公園岩出の郷（いわき市小名浜岩出） 

会員数 30 名（男性 21 名、女性９名） 

活動情報 
活動日 毎月水曜日（第１・３）及び日曜日（第２・４）月４回 

午後９時～12 時（第３水曜日のみ９時～14 時） 

会費 年会費 1,000 円/人（家族会員も１家族で 1,000 円） 

会員募集 ■ 募集中 □ 募集しない 

活動目的・内容・一言ＰＲ 
いわき金成公園里山づくり協議会の参加団体です。 

里山を再生・保全し次世代に伝えると共に、人と自然のふれあ

える場所を一緒に創って行きませんか！ 
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植田町小名田地区自治会 
代表者氏名 武田 征也 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8261  いわき市植田町西荒田 45-1 

電話番号 63-7508 

FAX 番号 63-7508 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 自治会内（桜台・小名田・西荒田・堂の作地内） 

会員数 190 戸 

活動情報 
活動日 毎月第４金曜日 10 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 

地域のために自分のためにみんなで学ぼう小名田地区自治会 

・健康教室（地域包括ケア推進課と共催） 

・桜ふれあい（各種講座）（教養講座、趣味講座） 

・子供会（季節の催し⇒お盆踊り、正月送り） 

下川を考える会 
代表者氏名 柴田 正夫 

連絡先 

所在地（住所） 〒971-8188  いわき市泉もえぎ台一丁目 25‐11 

電話番号 56-6038 

FAX 番号 56-6038 

メールアドレス  

ホームページアドレス  

主な活動場所 泉もえぎ台集会所 

会員数 31 名 

活動情報 
活動日 １回/月（月末の土曜日を設定） 

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 

平成 12 年に活動を開始。地域のまちづくりと環境保全を主な

目的として活動し、釜戸川堤防上の遊歩道整備をはじめ、公害

問題に取り組んでいます。なお、郷土史「ふるさと下川を知ろ

う」を平成 21 年１月に発行しました。 

購読を希望される方にはお譲りします。 
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高久滑津川河川愛護会 
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 下高久地区滑津川 

会員数 430 戸 

活動情報 
活動日 毎年７月 

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 下高久地区を流れる滑津川の堤防草刈と、子供たちによる水生

生物の観察会を実施しています。 

勿来四沢作田自治会 
代表者氏名 佐藤 哲 

連絡先 

所在地（住所） 〒979-0145  いわき市勿来町四沢作田 56-1 

電話番号 64-7982 

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 町内全域 

会員数 103 戸、295 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 

昨年より、約半世紀続けてきた夏の盆踊り大会を中止しまし

た。 

代替として、子供会を含めたバーベキュー大会を実施していま

す。 
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なこそ中田地域づくり協議会 
代表者氏名 鷺 喜光 

連絡先 

所在地（住所） 〒974-8232  いわき市錦町ウツギサキ 41-1 

電話番号 0246-63-5019 

090-8786-0088 

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 中田区公民館（執行役員の会議場所）、区内全域 

会員数 70 名 

活動情報 
活動日 通年 

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 

安全で安心して暮らせる地域づくり 

歳旦祭、新年会、広報「ながだ」の発行、八坂神社例祭、いも

煮会、研修旅行などで、区民はもとより、大震災で避難を余儀

なくされ、避難されて来た方々と親睦を深めています。 

 

 
 


