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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

暢 子

平成27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27年度は、26企業の皆さまから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27年度

新規企業会員一覧（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
遠野

常磐

㈱三友

アキハコーティングサービス

好川菓子店

㈲雲藤工建

ときわ屋

㈲蛭田総業

熊倉神社

川前

道の駅よつくら港

小川

㈲上遠野精機製作所
㈲根岸給油所鈴木モーター商会
遠野

四倉

トミー㈱
東洋システム㈱

㈲志賀自動車整備工場
㈲平子商店
ナラハマイカーセンター

遠野

デイサービス十和の里よつくら

㈲上遠野広土木

安楽寺

ローヤル油機㈱

折笠自動車板金塗装工業

ハシモト自動車

会川鉄工(株)

我妻建築

㈲吉田メンテナンス

いわき木工

㈱小野製作所

順不同、敬称は省略させていただきました

【平成27年度 会員会費実績】
41,191,890円
●正 会 員 
加入世帯数

81,422世帯
●特別会員 
1,610,000円
加入者数

800名
●企業会員 
10,973,000円
加入企業数 
966企業
●団体会員（法人施設）
670,000円
加入団体・法人数

66施設

【会員会費の種類】
●正 会 員

一口
500円
●特別会員

一口 2,000円
●企業会員

一口 10,000円
●団体会員（法人施設）

一口 10,000円
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平成二十八年度 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

社会福祉法人
いわき市社会福祉協議会

会長

市民の皆さまには、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。
「平成二十八年熊本地震」で甚大な被害に
遭われた皆さまに対しまして、心よりお見舞
い申し上げますとともに、職員三名の被災地
への派遣や、役職員からの募金及び共同募金
会での義援金の受付、加えて災害ボランティ
アとして現地に入る市民に対しボランティア
活動保険の助成事業を行っており、今後も現
地のニーズに対応した支援を実施してまいり
たいと考えております。
本会の活動におきましては、人と人との「つ
ながり」を大切に、「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、地域福祉活動の
強化に努め、皆さま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、皆さまの特段のご支援とご協力を賜り
ますよう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 ～
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平成28年度 予算のあらまし
受取利息配当金収入・
その他の収入
4,394千円 0.8%

繰入金他
34,084千円 6.6%

障がい福祉
サービス等事業収入
3,723千円
0.7%

会費収入
54,190千円
10.4%

介護保険事業収入
131,127千円
25.3%

収入
518,947千円

事業収入・
貸付事業収入
3,042千円0.6%

調査研究・企画・広報・
連絡調整事業
1,755千円 0.3%

寄付金収入
300千円0.1%

受託金収入・負担金収入
154,302千円
29.7%

経常経費
補助金収入
133,785千円
25.8%

基金運営事業
1,700千円
0.3%

資金貸付事業
5,963千円
1.2%
地域子育て
支援拠点事業
19,849千円
3.8%

介護保険事業
130,123千円
25.1%

法人運営事業
159,274千円
30.7%

支出
518,947千円
共同募金
配分金事業
61,365千円
11.8%

地域福祉推進事業
135,194千円
26.1%

障がい福祉サービス事業
3,724千円 0.7%

平成28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
●介護講座の開催
子育て支援事業
●子育てサロン事業
●地域子育て支援拠点事業（カンガルーひろば）
●いわき市屋内遊び場（いわきっずもりもり）
地域福祉事業
●小地域福祉活動の推進
●避難行動要支援者マップ作成事業
●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
●いわき市障がい者避難行動支援訪問活動事業
●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
●住民支え合い活動づくりモデル事業
●たすけあい子育てフードバンク事業 新規
●児童養護施設支援事業 新規
ボランティア事業
●児童・生徒向け体験プログラム
●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
●ボランティア活動助成金活動事業
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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）
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
●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)
●身体障がい者訪問入浴サービス事業
●障がい福祉サービス事業（居宅介護事業）
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
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ボランティア紹介

ボランティア活動センター

あなたも一緒に活動しませんか！

社交ダンスの経験がなくて
も、簡単な動きから始めます
ので、老若男女、障がいがあっ
てもなくても、車いすダンス
の楽しさを体験してみません
か！

▼お問い合わせ先
村上 みち子
電話 ５６ ４８５６

お問い合わせ先

『いわき車いすダンス研究会』

いわき車いすダンス研究会
は、平成十九年に設立しまし
た。
車いすダンスは、障がいを
持つ人にも社交ダンスを楽し
んでもらいたいと考案された
ダンスです。健常者と車いす、
車いすと車いす等、ペアを組
んで踊ります。
私たちは、会員相互の親睦
を深め、併せて地域文化の向
上を目指して活動しています。
年に数回ですが、泉公民館
でのワルツ、ジルバ等の講習
会、高齢者施設訪問、そして、
昨年より泉地区芸能発表会に
も参加しています。

◆活動拠点
泉公民館
◆活動日
毎月第１、２、４月曜日
◆活動時間
午後１時から午後３時まで

－

☎ 38-6631

社協通信 車椅子同乗移送用自動車貸出事業
～平に加え、新たに勿来にも配置しました～

市内にお住まいの自力で歩行が困難な方の日常
生活の支援を目的に、車椅子同乗移送用自動車を
貸し出しています。
～こんなときに利用できます～
●医療機関、公的機関への外出
●公共団体、社会福祉団体等が行う研修会、講習
会等への参加のための外出
●買い物、スポーツ、行楽等のための外出
◆利用期間
◆利 用 料
◆申込方法

ひまわり信用金庫様から車椅子同乗移送用
自動車が寄贈されました。

2 日以内（8:30 ～ 17:00）
無料（燃料費の実費負担あり）
利 用予定日の前月の初日から
3 日前までにお申し込みくだ
さい（予約制）

お問い合わせ先

企画総務課

車輛が2台となり、利用
期間を2日以内に拡大し
ました。みなさんご利用
ください！

☎ 23-3320

または
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勿来地区協議会

☎ 63-2111（代）

ボランティア活動センター通信
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平成28年熊本地震への支援活動について
職員の派遣

役職員からの募金

全国社会福祉協議会及び福島県社会福祉協議
会からの派遣要請に基づき、職員3名の派遣を
実施しました。
派遣目的

派遣期間

災害ボランティアセンター
運営支援（熊本県内全域）

5月1日（日）～ 7日（土）

緊急小口資金特例貸付
（熊本市中央区・宇城市）

6月15日（水）～ 21日（火）
5月15日（日）～ 21日（土）

ボランティア活動保険料の助成
熊本県内の被災地支援を目的とするいわき市
民のボランティア活動者に対して、本会が窓口
となり全国社会福祉協議会が取り扱う「ボラン
ティア活動保険」の保険料の助成を行いました。
●加入人数 19名 (6月16日現在)
対象保険：ボランティア活動保険

天災タイプ／

Ａプラン430円（1名当たり）

宮本会長に募金をわたす本会職員

6月16日に東日本大震災時、多くの
ご支援をいただいた熊本県益城町社
会福祉協議会へ、本会役職員一同から
の募金（131,540円）を届けました。

「いわき市共同募金委員会」に寄せられた災害義援金
『皆さまの温かいご支援

ありがとうございました』

いわき明星大学に
おいての寄付の様子

◆災害義援金総額 １，４９９，３４２円
（6月16日現在）

・いわき市母子寡婦福祉会
・いわき明星大学(学生団体ＮＧＡボランティア班・
学生赤十字奉仕部)
・いわき市立泉北小学校
・なこそ授産所
・勿来温泉関の湯
・細石隣組一同
・ファイヤークラブ
・平第三方部民生児童委員協議会
・個人寄付 2名

この度の熊本地震において、多くの皆さまからご支援をいただきました。
熊本県の一日も早い復興を願い、広く役立てていただけるよう送らせていただきました。
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あなたの身近な地区協議会の活動を紹介します！
いわき市社会福祉協議会は、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、「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」を基本理念に、平成28年度も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まいりますので、皆さんのご協
力とご支援、そしてご参加をお待ちしております。

●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
●他機関との情報交換会

●介護講座
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●障がい者等ふれあい交流
●広報紙発行
湯～らり温泉めぐり

詳しくは、常磐地区協議会

●高齢者ふれあいの集い
●介護講座
●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
●広報紙発行
●ボランティア育成講座・連絡会

43-2111㈹まで

詳しくは、平地区協議会

●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
詳しくは、四倉地区協議会

22-6441まで

●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
●広報紙発行
●ボランティア研修会

ボランティアスクール

詳しくは、内郷地区協議会

青少年福祉体験学習

●ボランティア講座

27-8707まで

子育てサロン

詳しくは、小名浜地区協議会

●家族介護支援事業
●地域デビュー講座
●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
●広報紙発行
●ボランティア活動育成事業

介護予防講座

32-2114㈹まで

詳しくは、勿来地区協議会
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54-2111㈹まで

地域ふれあい交流事業

63-2111㈹まで
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●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
夕食配食サービス
●子育てサロン
●広報紙発行
●ボランティア研修 新規
詳しくは、田人地区協議会

●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
●高齢者交流事業
詳しくは、川前地区協議会

●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

69-2111㈹まで
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子育てサロン

詳しくは、遠野地区協議会

89-2111㈹まで

●介護予防講座
●ひとり暮らし高齢者在宅友愛訪問
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●広報紙発行
青少年福祉体験学習

●ボランティア育成講座

ひとり暮らし高齢者在宅友愛訪問

詳しくは、小川地区協議会

84-2111㈹まで

●地域ふれあいの集い
●介護教室
●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
●ボランティア講座

●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
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

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

●ふれあい交流会
●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）
●広報紙発行
●ボランティア研修会
詳しくは、三和地区協議会
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83-1111㈹まで

ボランティア講座

36-2221㈹まで

子育てサロン

86-2111㈹まで
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あたたかいご厚情ありがとうございます
平成27年度 企業･団体からの寄付一覧
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
関東西濃運輸労働組合
いわき支部

福島県中小企業家同友会いわき地区

一般財団法人
福島民報教育福祉事業団

みんなで歌う会・歌は虹の架け橋

TAMATAMA☆カンタービレ

塩屋崎グリーンクラブ

ライオンズクラブ国際協会
335-B地区5R-1Z･ZC

エムシー・ファーティコム㈱

県立小野高等学校同窓会いわき支部

ボランティアグループ「さわやか会」

介護付有料老人ホーム
幸福の家桜の里

企業組合ツーリーブス

富士市仏教会

全国大陶器市振興組合

日南市民福祉まつり実行委員会

長学寺

前橋市大胡地区社会福祉協議会

二代目

ひまわり信用金庫

前橋市大胡地区民生児童委員協議会

i-max garden

だいこん家

融通念佛宗

ラ・エトワール

柏市ボランティア連絡協議会

㈱サイモンズ

鹿児島県社会福祉協議会

いわき市ターゲット・バードゴルフ協会

みなと子育て応援プラザpokke

諏訪町子供を守る会

妙覚寺寒修行一行

上越市清里区民生委員・児童委員

いわき勿来ライオンズクラブ

田人おふくろの宿

㈲新栄造花店
セレモニーホールしんえい

山田公民館まつり実行委員会

植田上町・植田中央・植田南行政区

福島県立勿来工業高等学校

生命保険協会福島県協会

いわき市農業協同組合
第5グループJAまつり実行委員会

布教師会

湯浅豆腐店

菊池市地域福祉フォーラム
（菊池市社会福祉協議会）

※順不同、敬称は省略させていただきました。
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編集後記

Ʒ

早いもので熊本地震の発生から３ヵ月が経とうとしていま
す。被災地ではこれから本格的な復興が始まりますが、本市に
おきましても、まだまだ復興途中でありますので、これからも
互いの復興に向けて、共に力強く歩んでまいりたいと思います。
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皆さまの声をお待ちしています!
いわき市社会福祉協議会では、市民の皆さまの声をお待ちし
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http://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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いわき市社協
ホームページ

