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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26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26年度は、31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26年度

新規企業会員一覧（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

新常磐交通(株)
(株)テンミールIWAKI
(株)成和
浄国寺
笹木歯科クリニック
アイネット(株)
いわき緊急サポートセンター
常磐ツーリスト
(株)ジオット いわき営業所
(有)亜衣太電子
(株)亜寿香

八茎砕石
仁井田薬局
いわき木材流通センター
マインド鉱油(有)
(有)唐橋工務店
(有)司設備工業
(有)根岸石材工業
希久多工業(株)
宗教法人 妙光寺
ローソンいわき遠野店
(有)大泉運輸

順不同、敬称は省略させていただ
きました

【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) 

【平成26年度 会員会費実績】
●正 会 員
41,300,380円
加入世帯数
83,020世帯
●特別会員
 1,599,500円
加入者数
 800名
●企業会員
 10,988,000円
加入企業数
 956企業
●団体会員（法人施設） 
610,000円
加入団体・法人数
61施設
お問い合わせ先

いわき旅行社
さがわ材木店
宗教法人 建龍寺
吉田製材所
(有)蛭田電機商会
(有)石城清掃社
吉田屋
(有)セヤオートサービス
古河電子(株)

企画総務課
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平成二十七年度 社会福祉協議会
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、少子高齢化の進行、家族形態の変
化、地域における「つながり」の希薄化な
ど、地域社会を取り巻く環境は大きく変化
しています。そのような中、東日本大震災
では、知らない人同士が互いに励まし合い、
助け合い、人と人との「つながり」の大切
さを痛感したところでございます。
本会では、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、これまでの取り組みに
併せて、新たに「住民支え合い活動」等の
事業に取り組み、地域福祉活動の強化に努
めているところであります。
本年度におきましても、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、皆様の特段のご支援
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 ～

☎ 23-3320

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27年度 予算のあらまし
受取利息配当金収入・
その他の収入
3,580千円 0.6％

繰入金他
35,148千円 6.1%

障がい福祉
サービス等事業収入
3,770千円 0.7％

会費収入
54,490千円
9.4％

介護保険
事業収入
150,316千円
26.0％

事業収入・
貸付事業収入
2,990千円 0.5％

収入
577,649千円

調査研究・企画・広報・
連絡調整事業
2,590千円 0.4%

寄付金収入
300千円 0.1%

基金運営事業
1,700千円
0.3%

経常経費
補助金収入
130,425千円
22.6％

資金貸付事業
5,810千円
1.0%

受託金収入・負担金収入
196,630千円
34.0％

地域子育て
支援拠点事業
25,802千円 4.5%

介護保険事業
150,491千円
26.1%

法人運営事業
153,861千円
26.6%

支出
577,649千円
共同募金
配分金事業
62,358千円
10.8%

地域福祉推進事業
171,265千円
29.6%

障がい福祉サービス事業
3,772千円 0.7%

平成27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）
●子育て支援情報誌配布事業
●いわき市屋内遊び場
地域福祉事業
●小地域福祉活動の推進
●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)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 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
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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

～“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～
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30

4

ボランティア紹介

3

あなたも一緒に活動しませんか！

30

『子育てポピークラブ』

6 30

明るくあたたかい子育ての の広場」があり、こども
広場、親子で楽しむイベント の成長と発達の様子が身
や子育て相談、子育てに関す につくプログラムが組ん
る情報交換など、楽しく笑顔 であります
になれるところです。
また、地区保健福祉セ
手 作 り の 健 康 お や つ で の ン タ ー か ら 依 頼 を 受 け、
ティータイム（プチ食育）も、 育児教室での託児・読み
ママたちから大人気です。一 聞かせ活動等も行ってい
緒に楽しい子育てを見つけて ます。ぜひ、一緒に子育
いきましょう。
て応援活動をしていきま
しょう。

◆活動拠点
いわき市中央台公民館和室
◆活動日
毎月第 又は第 水曜日
◆活動時間
時 分～ 時 分
◆参加者
親子 組（申込制で先着順）
生後 ヶ月～未就学児の
お子様と保護者
◆ボランティアさん
子育て応援活動をしてみた
い方も募集しています。
年間７回の「子育てつどい
9
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ボランティア活動センター通信
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ボランティア保険のご案内

ボランティアスタート講座のご案内

～いざというときのために～

ボランティア活動を「これから始めたい」「活動
の幅を広げたい」という方を対象に、活動に必要
な各分野の知識や技術等を学べる講座を開催しま
すので、ぜひご参加ください。
会場：い わき市社会福祉センター 1階 ボラン
ティアルーム
定員：20名（定員になり次第受付を締め切ります）
対象：地域福祉活動に関心があり、全日程受講できる方
カリキュラム：時間共通10：00 ～12：00

「ボランティア活動保険」とは、ボラン
ティア活動中に、ボランティア自身がケガ
をした場合や、他人の身体・財物に損害を
与えた場合などに補償されます。
その他に、ボランティア団体等が主催す
る行事において、参加者がケガをした場合
や主催者側が賠償責任を負った場合などに
補償される「ボランティア行事用保険」も
あります。
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。
詳しくは下記までお問い
合わせ下さい。

月

内 容 （予定）
・ボランティアって何? 講師／本会職員
7月29日（水） ・折り紙つくってボランティア
講師／かんなの会 代表 三瓶ゆみ子 氏
・傾聴の意味を知ろう!ミニ傾聴ボランティア
8月19日（水）
講師／いわき明星大学 教授 柳澤孝主 氏
・やってみよう!マジックボランティア
9月16日（水）
講師／市民講師 猪狩 修 氏
10月28日（水） ・介護と介助ボランティア 講師／本会職員
・レクリエーション体操ボランティア
11月18日（水） 講師／福祉レクリエーションネットワーク
ふくしまinいわき 代表 七海多美子 氏
12月16日（水） ・講座のふりかえりと今後の活動について

ボランティア活動保険の掛け金（年間保険料）

Ａプラン

３００円 Ｂプラン

４５０円

天災Ａプラン

４３０円 天災Ｂプラン

６５０円

第24回

日

締切：平成27年7月24日（金）

全国ボランティアフェスティバル
11月21日22日

平成27年

お問い合わせ先

会場：ビッグパレットふくしま ほか

ボランティア活動センター
－4－

ふくしま

☎ 38-6631
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災害時等協定を
締結しました！

社協通信
新たな役員を紹介します!
このたび、本会の役員に6名変更
がありましたのでお知らせします。
役職

旧役員
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新役員

選出区分

理事 飯島

香織 水野

功 地区協議会

理事 鈴木

榮一 下山田作實 地区協議会

理事 渡邊

俊克 林

理事 柴田

香織 橋本

秀一

福祉施設

理事 箱崎

宅弘 志賀

晶文

経済団体
関
係

常務
酒井
理事

宏昌 本間

靜夫 学識経験者

清

災害が起こったとき、職員の派遣、救援物資の提供
など、県を越えてお互いに連携体制を取ることを目的
に、平成27年2月13日（金）、群馬県前橋市社会福祉協
議会、東京都北区社会福祉協議会と協定を結びました。
また、被災地の情報共有、救援物資の調達、災害救
援ボランティアセンターの運営など、市内においても
速やかな連携を取ることができるよう、4月14日（火）
にいわき青年会議所と協定を結びました。
この協定を機に日常的に交流を深め、強い絆として
いきたいと思います。

行政嘱託員（区長）
連合協議会

群馬県前橋市社協
東京都北区社協との締結式

青年会議所との締結式

福祉の仕事を目指すあなたと福祉の職場を結びます

福祉の仕事相談会

ひとり親家庭のための就職相談会

求職登録の受付や各種相談に応じます。
◆日 時：毎月第2水曜日
10:00 ～15:00
◆会 場：いわき市社会福祉センター
（いわき市平菱川町1番地の3）

ひとり親の方を対象に、各種相談に応じ
ます。
約が
事前予
◆日 時：偶数月第4水曜日
す
必要で
10：00 ～15：00
◆会 場：いわき市総合保健福祉センター
（いわき市内郷高坂町四方木田191）

問い合わせ先：

問い合わせ先：

福島県社会福祉協議会

人材研修課

福祉人材センター
☎024-521-5662
E-mail:jinzai@fukushimakenshakyo.or.jp

福島県社会福祉協議会 人材研修課

母子家庭等就業・自立支援センター
☎024-521-5699
E-mail:boshi@fukushimakenshakyo.or.jp
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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27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。

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

高齢者スポーツ大会

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
●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
●地域応援講座 新規
●広報紙発行
●ボランティア育成講座・連絡会

平 地 区 協 議 会
●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 新規
●ふれあい講座 新規
（介護講座･親子ふれあい
教室・男の料理教室）
●ボランティア講座 新規
●広報紙発行

介護講座

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
●男の料理教室 新規
●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

子育てサロン

22-6441まで

小 名 浜 地 区 協 議 会
●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

青少年福祉体験学習

32-2114㈹まで

介護予防教室

詳しくは、小名浜地区協議会

54-2111㈹まで

勿 来 地 区 協 議 会
●家族介護支援事業 新規
●地域デビュー講座 新規
●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
●地域復興支援事業 新規
●広報紙発行
●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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地域ふれあい交流事業

63-2111㈹まで

いわき市社協だより
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遠 野 地 区 協 議 会

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

●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
夕食配食サービス

●ボランティアの育成
詳しくは、遠野地区協議会

69-2111㈹まで

●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

●介護予防教室

●みにミニデイサービス

●ひとり暮らし高齢者在宅友愛訪問

●ふれ愛ゆうびん

●青少年福祉体験学習
●子育てサロン

●青少年福祉体験学習
青少年福祉体験学習

●広報紙発行

ひとり暮らし高齢者在宅友愛訪問

●ボランティア育成講座

●広報紙発行

詳しくは、小川地区協議会

84-2111㈹まで

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

89-2111㈹まで

小 川 地 区 協 議 会

●高齢者ふれあいの集い

詳しくは、川前地区協議会

子育てサロン

●広報紙発行

川 前 地 区 協 議 会

●社協・民協合同研修会

第 115 号

83-1111㈹まで

好 間 地 区 協 議 会
●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

児童福祉スクール

地域ふれあいの集い

●広報紙発行
●ボランティア講座
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

36-2221㈹まで

三 和 地 区 協 議 会
●ふれあい交流会 新規
●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

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
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86-2111㈹まで

～“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
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あたたかいご厚情ありがとうございます
平成26年度 企業・団体からの寄付一覧

（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

花みずき

上福地活協

田人おふくろの宿

株式会社テンミールIWAKI

前橋市東地区民生委員児童委員協議会 みなと子育て応援プラザpokke

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

立正佼成会東村山教会
環境・福祉をすすめる会

ひまわり信用金庫

全国大陶器市振興組合

諏訪町子供を守る会

さわやか会

魚山会

ヘルスインターメソッド株式会社

紫扇会

市町村社会福祉協議会
南多摩ブロック職員の会

栄町ボランティア・NPO連絡協議会

浄土宗専修院

松戸市社会福祉協議会

みやこんじょボランティアフェスティバル
2015事務局

岐阜県大垣市「Ecoタワシ」
プロジェクト
日南市社会福祉協議会
（大垣市社会福祉協議会）

いわき川柳連盟
千葉社協職員連絡協議会

鹿児島県社会福祉協議会

西都市社会福祉協議会

前橋市中部地区民生児童委員協議会

東部ガス株式会社 福島支社平事業所 妙覚寺寒修行一行

福島県民共済生活協同組合

小名浜傷痍軍人会

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

前橋市南部地区民生委員児童委員協議会 東田町ゴルフ愛好会

植田上町・中央・南行政区

前橋市大胡地区社会福祉協議会
いわき市ターゲット・バードゴルフ協会
前橋市大胡地区民生委員児童委員協議会

いわき勿来ライオンズクラブ

福島地区活動協議会

一般財団法人福島民報教育福祉事業団

塩屋崎グリーンクラブ

順不同、敬称は省略させていただきました

新人職員のご紹介
岩尾 玲子
地域福祉に携わりたいという思い
を胸に学生生活を送り、４月から入
社できたことを嬉しく思います。まだまだ分か
らないことばかりですが、精一杯頑張りますの
で、よろしくお願いいたします。
企画総務課
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より
いわき社協だ

編集
後記

小野 真弓
この度、地域福祉課に配属となり
ました。今回、地域を支える社会福
祉協議会の一員となれたことに感謝し、日々成
長していけるように精進してまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
地域福祉課

7月は「愛逢月（めであいづき）」とも呼ばれており、これは「七
夕のお話」が語源となっています。文字通り納得ですよね。さて、
いよいよこれからが夏本番！時には夕涼みをしながら、夜空に輝く
星たちを見上げてみてはいかがでしょうか？
広報委員 一同
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皆様の声をお待ちしています!
本会では、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

