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“笑顔の花”でいっぱい！
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“誰もが住み慣れた地域で安全で安心して
暮らし続けることができるまち いわき”を目指して

平成25年度の会員会費にご協力いただきありがとうございました。
平成25年度は、23企業の皆さまから会員会費にご協力いただきました。
新規企業会員の皆さまは、以下のとおりです。
今年度も地域福祉の推進に役立たせていただきます。
平成25年度

新規企業会員一覧（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

(株)ゆうちょ銀行いわき支店
(株)ＫＳケアサービス
あぶくま信用金庫いわき支店
相双信用組合いわき支店
東北労働金庫平支店
鵜沼建設(株)
戸田建設(有)
はなみずき居宅介護支援センター
グループホームフェアリー・１
以和貴総業(株)
ライフアシスト(株)
(有)マエダ

(有)ことぶきケアーサービス
乙羽通商(株)
國魂神社
(医)清風会 吉成内科
磐城鈴木畳店
(有)渡辺塗装店
蛭田接骨院
(株)赤坂電気工事
龍元寺
(有)鈴喜商店
(有)斉藤農機種苗店

平成二十六年度 社会福祉協議会の
会員会費にご協力をお願いいたします

強 口 暢 子

社会福祉法人
いわき市社会福祉協議会

会長

市民の皆様には、日ごろより本会の福
祉活動に対しまして、温かいご支援とご
協力を賜り心より感謝申し上げます。
近年の少子・高齢化をはじめとする社
会情勢の変化や、東日本大震災の影響等
により、人と人とのつながりや、地域コ
ミュニティの弱体化が懸念される中、本
会 で は、「 誰 も が 住 み 慣 れ た 地 域 で、 安
全で安心して暮らし続けることができる
まち いわき」を目指し、本年三月に策
定した「第３次地域福祉活動計画」を基
に、住民主体の地域福祉づくりを進めて
まいります。
本年度におきましても、福祉課題を発
掘しながら、皆様からの会費等を財源と
して、様々な福祉事業に取り組んでまい
りますので、特段のご支援とご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。

～ 福 祉 の まち づ く りにご 協力を ～

順不同、敬称は省略させていただきました

【平成25年度 会員会費実績】
●正 会 員
41,923,370円
加入世帯数
84,265世帯
●特別会員
1,617,000円
加入者数
805名
●企業会員
10,858,000円
加入企業数
948企業
●団体会員（法人施設）
630,000円
加入団体・法人数
63施設

【会員会費の種類】
●正 会 員
●特別会員
●企業会員
●団体会員(法人施設)
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一口
500円
一口 2,000円
一口 10,000円
一口 10,000円
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平成26年度 予算のあらまし
雑収入･受取利息
配当金収入
7,107千円
1.0％

繰入金他
111,795千円
16.4％

介護保険収入・
自立支援費等
収入・運営費
収入
161,928千円
23.7％

居宅介護支援事業
44,415千円
6.5％
基金運営事業
2,541千円
訪問入浴
0.4％
介護事業
57,277千円
8.4％

寄付金収入
2,800千円
会費収入
0.4％
54,544千円
8.0％
経常経費
補助金収入
68,981千円
10.1％

資金貸付事業
68,477千円
10.0％

収入
682,643千円

共同募金
配分金収入
58,893千円
8.6％

助成金収入・
受託金収入・
負担金収入
211,827千円
31.1％

事業収入･貸付事業等収入
4,768千円 0.7％
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支出
682,643千円

いきいき
デイクラブ事業
54,272千円
地域子育て
7.9％
居宅介護等
支援拠点事業
事業
25,977千円 3.8％
81,774千円
12.0％
障がい福祉サービス事業
7,190千円 1.1％

平成26年度の主な事業
高齢者支援事業
●いきいきデイクラブ事業の実施
●高齢者ふれあいのつどい等の実施
子育て支援事業
●子育てサロン事業の実施
●地域子育て支援拠点事業（カンガルーひろ
ば）の実施
●子育て支援情報誌配布事業の実施
●いわき市屋内遊び場の実施 新規
地域福祉事業
●小地域福祉活動の推進
●地域福祉推進支援事業
●災害時等要援護者マップ作成事業
●住民福祉懇談会の開催
●緊急連絡カード(兼)救急医療情報キット配
備事業の実施
●いわき市障がい者避難行動支援
訪問活動事業の実施 新規
●車椅子同乗移送用自動車の貸し出し
●福祉活動支援バス借上げ助成事業の実施
ボランティア事業
●児童・生徒向け体験プログラムの実施
●各種ボランティア講座の開催
●ボランティア保険の加入促進
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調査研究･企画広報･
連絡調整事業
26,469千円
3.9％
法人運営事業
208,617千円
30.5％

共同募金
配分金事業
64,289千円
9.4％

福祉サービス利用援助事業
2,697千円 0.4％

ボランティア
活動推進事業
38,648千円
5.7％

各種資金貸付事業
●生活資金・生活福祉資金の貸し付け
日常生活自立支援事業（あんしんサポート）
●日常生活自立支援事業（あんしんサポート）
の実施
共同募金運動の推進
●赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい運
動の推進
福祉人材確保事業
●福祉の仕事相談会の実施
●福祉系大学・専門学校等の実習生の受け入れ
福祉総合相談センター事業
●心配ごと相談の開催
●法律相談の開催
●ふれあい相談の開催
介護事業
●在宅福祉サービス事業(居宅介護・訪問介
護・訪問入浴・介護予防)の実施
●身体障がい者訪問入浴サービス事業の実施
●障がい福祉サービス事業（居宅介護事業）
の実施
被災者生活支援事業
●復興支援（災害救援）ボランティアセンター
の運営
●生活支援相談員の配置
●いきいき交流サロンの実施

～“誰もが住み慣れた地域で、安全で安心して
暮らし続けることができるまち いわき”を目指して～

いわき市社協だより

動 で は、

恥ずかし

そうに声

をかけて

募金箱を

ボランティア活動センター通信

ボランティア紹介

団﹄

あなたも一緒に活動しませんか！

﹃ガールスカウト福島県第

「ガールスカウト福島県第

年に発団し、今年

年目になります。いわき

団」は昭和

度で

市内の就学前から高校生までの

少女会員 名と成人会員 名で

６９０円

差し出す

天災Ｂプラン

活動しております。

４６０円

子どもた

ちでした

天災Ａプラン

ガールスカウトは「少女と若

い女性の可能性を最大限に伸ば

終了後には、その箱の重さに感

が、 活 動

最大の社会教育団体です。少女

動と達成感をかみしめておりま

すこと」を目的に活動する世界

たちが様々な体験を通して自分

こうした体験の一つ一つが将

した。

の幸せを願い行動できる人と

来、自らのボランティア活動に

の 可 能 性 を 伸 ば し、 他 の 人 々

な れ るよ

皆さんも、この活動の輪が多

つ な が る と 期 待 し て お り ま す。

に応じた

くの子どもたちと大きな「友情

う、 年 代

活動を目

の輪」で結ばれるように一緒に

活動していきましょう。

お問い合わせ先
ボランティア活動センター
３８ ６
- ６３１

指してい

ます。

ユニセ

フ等の街

頭募金活

４５０円

第２弾!!

復興支援（災害救援）ボランティアセンター
で起こった数々のエピソード本の第２弾を発行
いたしました。
スタッフやボランティアさん、被災された
方々の想いが綴られています。
ブログ本をご希望の方は、ボランティア活動
センターにお問い合わせ下さい。ブログ本をめ
くりながら、その当時の想いなどを、スタッフ
と語り合いませんか? ぜひお待ちしておりま
す!!

掛金（年額）
Ｂプラン

28

ブログ本発行

ボランティア活動保険は、
①ボランティア自身のケガや、
②他人の身体・財物に与えた損害など、活動中
の事故を補償します。
安心して活動するためにも、ボランティア保
険に加入されることをお勧めします。

３００円

17

55

28

ボランティア活動保険の案内

Ａプラン

14

34

第 111 号

その他に、ボランティア団体などが主催者と
なる行事開催中に、参加者がケガをしたり、主
催者が賠償責任を負った場合
に補償する「ボランティア行
事用保険」もあります。
ボランティアさん手作りの
ふくみちゃんも皆さんをお待ちしています。
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福祉レクリエーション
ボランティア入門講座の案内

ボランティア講演会
の案内

福祉レクリエーションを学んで、社会参加や生きが
いづくりにチャレンジしてみませんか! 参加費は無
料です。

ボランティア活動のきっかけづくりに、
ぜひご参加ください。 参加費は無料です。

場
定
対
講

所：いわき市社会福祉センター
員：25名（定員になり次第受付を締め切ります）
象：地域活動に関心があり、全日程受講できる方
師：七海 多美子氏（福祉レクリエーションネッ
トワークふくしまinいわき）

日
場
講
講
定

カリキュラム
月日

時間

内容（予定）
講義「福祉領域になぜレクリエー
ションが必要なのか」
実技「コミュニケーションワーク」
実技「レクリエーション活動」
実践「施設でレクリエーション活動」

7月26日 10:00 ～12:00
（土）
13:00 ～15:00
8月2日 10:00 ～12:00
（土） 14:00 ～16:00
8月9日
10:00 ～12:00 実技「ふりかえり」と「まとめ」
（土）

締

切：平成26年７月23日（水）

申込方法

新設

締

時：平成26年8月31日（日）13時30分～
所：いわき市社会福祉センター 5階
大会議室
演：テーマ「見直そう！近所力地域力」
師：多田 そうべい氏
（大人の寺子屋主宰・作家・歌手）
員：150名（定員になり次第受付を締め
切ります）
切：平成26年8月25日（月）

氏
多田そうべい
大阪・高槻市生まれ。
音楽活動と並行して、生涯学
習塾「大人の寺子屋」を開設
するとともに、昭和36年から
23年 間 の 音 楽 活 動 の 後、異
業種間サークル「小僧六歩の
会」事務局長を12年間歴任するなど、様々な分
野で活躍中！

講座等への申し込みについては、住所・氏名・電話番号をご記入の上、郵送・FAX・Eメール又は
電話等でお申込みください。
〒970-8026 いわき市平字菱川町1番地の3 TEL：38-6631 FAX：38-6632
Eメール：saigai-vc@iwaki-shakyo.com

「生活支援課」の取組みについて

本会の事務局組織は、昨年度まで2課1所（企画総務課・地域福祉課・ホームヘルプセンター）13地
区事務局体制で事業推進にあたってきました。
しかし、急速な少子・高齢化の進行等に伴う、権利擁護や成年後見制度への対応は、今後、社協と
して取り組むべき最重要課題のひとつとなることから、これまで、企画総務課と地域福祉課の業務と
して実施してきた相談業務を集約し、様々な生活課題を抱える方々に対して、ワンストップによるき
め細やかな相談支援を行うため、平成26年度から「生活支援課」を新設しました。お気軽にご相談く
ださい。

【生活支援課】
生活課題を抱える方々の支援ができるよう、主に下記の事業に取り組んでいきます。
・生活資金・生活福祉資金貸付に関すること
・心配ごと相談（週 4 回）や、無料法律相談（月 1 回、要予約）など、各種相談に関すること
・判断能力が十分でなくなってきている方が安心して生活できるよう、日常的な金銭管理や福祉サービ
スの利用援助などに関すること
・福祉の職場で働きたい方と、人材を求めている福祉の職場との橋渡しに関すること
・震災による被災者生活支援に関すること
・権利擁護、成年後見に係る調査・研究・開発に関すること
・障がい者生活支援に関すること
お問い合わせ先

生活支援課
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平成 26 年度の各地区協議会の取組み
皆さんの地域で
こんな活動をしています！

常 磐 地 区 協 議 会
●湯～らり温泉めぐり
●高齢者スポーツ大会
●介護予防教室
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●広報紙発行
●ボランティアの育成

市内13地区（平、小名浜、勿来、常磐、内郷、
四倉、遠野、小川、好間、三和、田人、川前、
久之浜・大久）に地区協議会を設置し、地域住
民の福祉ニーズに合ったさまざまな事業を実施
していますので、皆さんの参加とご協力をお願
いいたします。

青少年福祉体験学習

詳しくは、常磐地区協議会

43-2111㈹まで

内 郷 地 区 協 議 会
●高齢者ふれあいの集い
●介護講座 新規
●防火deふれあう
●青少年福祉体験学習
●ボランティアスクール
●ちびっこママサロン
●地域ふれあい交流事業
●広報紙発行
●ボランティア育成講座・連絡会

平 地 区 協 議 会
●介護予防教室
●介護教室 新規
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●障がい児（者）支援事業（なかよしの集い）
●障がい児（者）サポーター養成講座
●社協・民協合同研修会
●広報紙発行

防火de ふれあう

詳しくは、内郷地区協議会

27-8707まで

詳しくは、平地区協議会

四 倉 地 区 協 議 会
●高齢者ふれあいの集い
●介護教室
●介護予防講座
●小地域ふれあいサロン支援事業
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●広報紙発行
●ボランティア養成講座

●介護者リフレッシュの集い
●介護予防教室
●介護教室
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●社協・民協合同研修会
●地域ふれあいの集い
●広報紙発行
●ボランティア研修会

32-2114㈹まで

詳しくは、遠野地区協議会

子育てサロン

詳しくは、小名浜地区協議会

遠 野 地 区 協 議 会
●介護者リフレッシュの集い
●介護講座
●高齢者宅友愛訪問
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●広報紙発行
●ボランティアの育成

22-6441まで

小 名 浜 地 区 協 議 会

高齢者ふれあいの集い

詳しくは、四倉地区協議会

障がい児（者）支援事業

54-2111㈹まで

勿 来 地 区 協 議 会
●介護者リフレッシュの集い
●介護予防教室
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●地域ふれあい交流事業
●被災者支援ふれあい事業
●広報紙発行
●ボランティア活動育成事業

ボランティアの育成

89-2111㈹まで

ボランティア活動育成事業

詳しくは、勿来地区協議会
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田 人 地 区 協 議 会
●高齢者ふれあいの集い
●在宅介護者との交流事業
●夕食配食サービス事業
●介護講座
●施設訪問交流事業
●青少年福祉体験学習
●青少年地域交流事業 新規
●子育てサロン
●広報紙発行

詳しくは、田人地区協議会

小 川 地 区 協 議 会
●高齢者ふれあいの集い
●介護予防教室
●ひとり暮らし高齢者宅友愛訪問
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●広報紙発行
●ボランティア育成講座

施設訪問交流事業

69-2111㈹まで

詳しくは、川前地区協議会

●高齢者ふれあいの集い
●介護教室
●介護予防教室
●世代間交流 新規
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●広報紙発行
●ボランティア講座

青少年福祉体験学習

84-2111㈹まで

36-2221㈹まで

三 和 地 区 協 議 会
●高齢者ふれあいの集い
●介護講座
●介護者・ほっと一息支援
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン（キッズサロンｉN三和）
●あすなろ年輪ピックスポーツ大会
●広報紙発行
●ボランティア研修会

高齢者ふれあいの集い

あすなろ年輪ピックスポーツ大会

詳しくは、三和地区協議会

86-2111㈹まで

車椅子同乗移送用自動車貸出事業

テントの貸出

子ども会や地域、社会福祉施設
等における行事（お祭りや運動会
など）で使用するテントを無料で
貸し出し、地域住民の交流の場づくりを支援してい
ます。
これからの時期、多様なイベントが開催される
と思いますので、住民が
集える場づくりのために
ご活用ください。
※営利を目的とする場
合は、貸し出すことが
できません。

貸出に関する問い合わせは

介護予防教室

詳しくは、好間地区協議会

詳しくは、久之浜・大久地区協議会 82-2111㈹まで

信
社協通

83-1111㈹まで

好 間 地 区 協 議 会

久之浜・大久地区協議会
●高齢者ふれあいの集い
●介護講座
●在宅介護者支援事業
●夕食宅配サービス
●ひとり暮らし高齢者招待事業
●児童福祉スクール
●子育てサロン
●広報紙発行
●ボランティア研修会

青少年福祉体験学習

詳しくは、小川地区協議会

川 前 地 区 協 議 会
●高齢者ふれあいの集い
●ひとり暮らし高齢者世帯友愛訪問
●みにミニデイサービス
●ふれ愛ゆうびん
●青少年福祉体験学習
●社協・民協合同研修会
●広報紙発行

第 111 号

市内に住む自力で歩行が困難な方の日常生活の支援
等を目的に車椅子同乗移送用自動車を無料で貸し出し
ています。
こんなときに利用できます
○医療機関、公共機関での用事
○公共団体、社会福祉団体などが行う研修会、
講習会などへの参加
○買い物、スポーツ、行楽
◆申込方法：申込用紙の記入（予約制）
◆利用できる地域：いわき市内
◆利用回数：月２回
◆利用期間：１日以内
※申込みの際は、運転免許証と印鑑をお持ちください。

企画総務課
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２３- ３３２０（代）

～“誰もが住み慣れた地域で、安全で安心して
暮らし続けることができるまち いわき”を目指して～

いわき市社協だより

第 111 号

あたたかいご厚情ありがとうございます
平成25年度 企業・団体からの寄付一覧 （平成25年4月1日～平成26年3月31日）
学園坂ストリートギャラリー実行委員会

ひまわり信用金庫

JASP山梨
2013 310 ヨロコンデ群馬県民会館コンサート参加307人一同

富津市大佐和地区民生児童委員協議会

関東西濃運輸労働組合いわき支部

前橋市総社地区民生委員児童委員協議会

千葉市花見川区 第201地区民生委員児童委員協議会 ボランティアグループさわやか会

あじさい会

ＮＰＯ 居場所ふれんど

前橋市大胡地区民生委員児童委員協議会

山鹿市鹿央地域民生委員児童委員協議会

長野県松本市島立民生児童委員協議会

印西市社会福祉協議会

四倉町商工会

前橋市社会福祉協議会ボランティアセンター

福島県中小企業家同友会いわき地区

豊田市崇化館地区民生委員児童委員協議会

横須賀市連合町内会

登戸地区民生委員・児童委員協議会

いわき勿来

前橋市大胡地区社会福祉協議会

融通念佛宗

玉村町ボランティア連絡協議会

古河地区安全運転管理者協議会

鹿児島県介護福祉士養成施設協会

鹿児島県社会福祉協議会

南多摩ブロック社協職員の会

ヒネモス

全国大陶器市復興組合

日本アニメーション協会

バックス情報システム株式会社

立正佼成会平教会

1000日の集い

吉岡町社会福祉協議会

茨城県總和会

宗教法人

ミツバチプロジェクト

浄土宗

いわき市ターゲットバード

ゴルフ協会

ミモザフレンドリーコンサート友の会 オカリナわくわくミックス アイマックス

ガーデン

株式会社

青年会

実行委員会

ネクスト情報はましん

塩屋崎グリーンクラブ

東日本日立物流サービス(株)日立物流「まごころ基金」 株式会社

栄町ボランティア・ＮＰＯ連絡協議会

浦安婦人の会

立正佼成会

南多摩教会

ゴルフ愛好者会

心友会

立正佼成会

豊田教会

諏訪町子供を守る会

妙覚寺

印西市社会福祉協議会木下支部

都城市社会福祉協議会

日南市社会福祉協議会

西都市社会福祉協議会

田人おふくろの宿

金山地区区長会

いわき勿来ライオンズクラブ

東田町ゴルフ愛好会

植田南行政区

上町行政区

植田中央行政区

財団法人福島民報

厚生文化事業団

寒修行一行

はましん印刷

印西市ボランティアグループ

松の実会

みなと子育て応援プラザpokke

いわき市老人クラブ連合会

（順不同、敬称は省略させていただきました）

ひまわり信用金庫様から車
両２台が寄贈されました。
地域福祉事業の推進に活用
させていただきます。
ありがとうございました。
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編集後記

７月に入り、
本格的な夏が始まりますが、
夏休みの予定はお決まり
ですか？これからの季節は、七夕祭り、花火大会など、大人から子ど
もまで地域みんなで参加できる行事が満載です。ぜひこの機会に家
族、地域のきずなを深めるため、みんなで出かけてみてはいかがで
しょうか？
広報委員 一同

皆様の声をお待ちしています!
本会では、市民の皆様の声をお待ちしています。手紙、電子
メールでお気軽にお寄せください。
住所：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内）

ホ ー ム ペ ー ジwww.iwaki-shakyo.com
メールアドレスmaster＠iwaki-shakyo.com

「いわき市社協だより」の作成経費として、皆さまからの寄付金・会員会費及び共同募金配分金を使用させていただいております。
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