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暢 子

平成二十五年度 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。
少子・高齢化や東日本大震災の影響によ
り、地域コミュニティの弱体化が懸念され
る中、本会では、第２次地域福祉活動計画
に基づき、小地域福祉活動、地域福祉推進
支援事業及び地区版地域福祉活動計画の策
定等、地域福祉事業を推進し、地域コミュ
ニティの再生に努めております。
本年度におきましても、市民の皆様の会
費等を財源として、新たに災害時等要援護
者マップの作成に取り組むなど、住民福祉
活動やボ ランティア活動の裾 野（すその）
を広げ、様々な地域福祉活動を通じ、誰も
が安心して暮らせる福祉のまちづくりを推
進してまいりますので、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 ～
平成24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24年度は、910企業の皆様から会員会費にご協力いただき
ました。新規企業会員の皆様は、次のとおりです。
今年度も地域福祉推進のため、引き続きよろしくお願いいたします。
平成24年度

新規企業会員一覧

あんざいクリニック
株式会社さくらシニアサービス
くさの根
有限会社とまとランドいわき
株式会社エイブル
株式会社ラピライ
野口会計事務所
居宅介護支援事務所よつば・みわ

有限会社ＵＭリンク
お食事酒処 和
菅波クリニック
玉屋旅館
有限会社うめや(ローソンいわき小川店)
いわき愛林株式会社
有限会社サポートオフィス金澤
順不同、敬称は省略させていただきました

【平成24年度 会員会費実績】
 40,648,510円
●正 会 員
加入世帯数
 81,733世帯
●特別会員
 1,554,000円
加入者数

772名
●企業会員
 10,456,000円
加入企業数

910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		




一口

500円

一口

2,000円

一口 10,000円

●団体会員(法人施設) 一口 10,000円
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平成25年度 予算のあらまし
繰入金他 14,776千円 2.6％
雑収入･受取利息
配当金収入
3,835千円
0.7％

寄付金収入
3,800千円
0.7％

会費収入
53,037千円
9.5％

介護保険収入・
運営費収入
170,049千円
30.5％

収入合計
557,871千円

共同募金
配分金収入
60,628千円
10.9％

経常経費
補助金収入
73,469千円
13.2％

助成金収入・
受託金収入・
負担金収入
173,198千円
31.0％

事業収入･貸付事業等収入
5,079千円 0.9％

平成25年度の主な事業
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
 住民主体による「住民支え合い活動」を推
進します。
●災害時等要援護者マップ作成事業 新規
 災害時等に備え、地域の要援護者を支える
ために地域福祉マップを作成します。
●住民福祉懇談会の開催
●地区版地域福祉活動計画の策定 新規
 市内13地区において、地域の福祉課題を解
決していくために、地区版地域福祉活動計画
を策定します。
●車椅子同乗移送用自動車の貸し出し
●いきいきデイクラブ事業
●ひとり暮らし高齢者等への緊急連絡カード配備事業
●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
●福祉活動支援バス借上げ助成事業

各種貸付事業
●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）

基金運営事業
1,710千円
0.3％
居宅介護
支援事業
42,286千円
7.6％

訪問入浴
介護事業
61,373千円
11.0％

資金貸付事業
57,987千円
10.4％

支出合計
557,871千円

いきいき
デイクラブ事業
51,286千円
9.2％
居宅介護等
地域子育て
事業
支援拠点事業
66,505千円
3,560千円 0.6％
11.9％
障がい福祉サービス事業
939千円 0.2％

調査研究･企画広報･
連絡調整事業
27,993千円
5.0％
法人運営事業
135,603千円
24.3％

共同募金
配分金事業
64,128千円
11.5％

福祉サービス利用援助事業
2,716千円 0.5％

ボランティア
活動推進事業
41,785千円
7.5％

ボランティア活動センター事業
●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

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
●無料法律相談の開催
●ふれあい相談の開催

ホームヘルプセンター事業
●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
●復興支援ボランティアセンターの運営
●生活支援相談員の配置
 一時提供住宅等の見守りや、交流の場づく
りを行います。
●いきいき交流サロン
 津波被災地域高齢者を対象に、交流の場を
提供します。
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動センター通信

申込方法：氏名・住所・電話番号をご記入の上、ハガキまたは

ＦＡＸ、Ｅメールで申込みください。なお、定員になり次第受付を終了します。

お問い合わせ先

ボランティアグループ紹
介 あなたも一緒に活動しませんか！

ティアセン

『いわき市ボランティア連絡協議会』
私たち「いわき市ボランティア連
ターの運営
や、被災者

のお手伝い

絡協議会」は平成２年４月に設立さ
年目を迎えます。

団体と個人ボランティア

開催日：平成25年7月28日（日） 13時30分～

れ、今年で
現在、

－4－

の精神的な

●住所:いわき市平字菱川町1番地の3 ボランティア活動センター

５名が所属しています。

今年２月

定

支えになる

また、県内をはじめ他県のボラン

にはいわき

切：平成25年7月22日（月）

活動内容が異なる各団体がお互い

ティア連絡協議会との交流会、福島

アリオス中

締

活動等にも

県ボランティア連絡協議会の研修

劇場において盲導犬をとおして本当

師：中野

に手を携えながら協力し合って研修

会をとおして地域の活動のあり方

の愛の温かさを伝える映画「パート

講

努めていま

や現状報告

ナーズ」の上映会を開催し、所属団

演：テーマ「心のバリアをはずして」

に努め、連携していくことができる

をし、今後

体 よ り 運 営 ス タ ッ フ の 派 遣 や、 チ

員：150名

講

す。

の活動や次

ケット販売の協力を得て横のつなが

佐世子 氏（NHK手話ニュースキャスター /手話通訳士）

所：いわき市社会福祉センター

ように活動しています。

の担い手に

りを深めることができました。
本会にまだ加入されていないボラ

5階大会議室

場

●メールアドレス：saigai-vc@iwaki-shakyo.com

●ＦＡＸ：38-6632

●ＴＥＬ：38-6631

繋げていけ
る活動を目

のご入会を心よりお待ちしています。

ンティア団体で「ふるさといわき」の
東日本大

絆を深めながらより良いいわきの

指していま

震災以降

明日のため、未来のために手を携え

ために一緒に活動してくださる団体

は、災害救

て活動していきましょう。

す。

援ボラン

〈ボランティア講演会〉

東京生まれ。
高校生の時に
手話と出会う
。
大学では、幼
児教育（障害
児保
育）を専攻。
卒業後は、保健
所や児童館で
子
どもとの遊び
方・接し方な
どをお
母さん達に指
導してきた。
1990 年にスタ
ートしたＮＨＫ
教
育テレビ「手話
ニュ―ス」のキ
ャス
ターとなり、現
在も出演中！

ボランティア活動のきっかけづくりに是非ふるってご参加ください。

中野 佐世子氏
講演会開催!

集!!
参加者募
（無料）
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ボランティア活

よ
熱い想い
届け！

生活復興支援活動の動き

「ボラセンだより」
“創刊号”を発行しました!!

生活支援相談員を中心に仮設
住宅や雇用促住宅、借上げ住宅
等で生活している方の見守り訪
問や困りごと等の相談受付、お
茶会やイベント等によるコミュ
ニティづくりを行っています。
また、震災ゴミの片付け・運
搬、被災者の引っ越しに関する
ご相談も受付しておりますの
で、お気軽にご相談ください。

ボランティア活動センターの取組みを多くの市民の皆さん
に知ってもらいたいとの想いから、「ボラセンだより」を発


いわき市ボランティア活動センターだより

業

内

容

ボランティアをしてみたい。
そう思ったら、先ずはボラセンに連絡を！

ボランティアをお願いしたい!!

体験することで、相手の気持ちがわかると思います。

ひとりで無理をしないで。
何かに困ったら、先ずボラセンに相談を！

する情報が満載です

福祉やボランティアの出前講座

ので、ボランティア

ボランティアルームの貸出

学校や自治会・企業等に職員が出向きます。
福祉やボランティアのことならお任せを！

高齢者疑似体験セット(インスタントシニア)の貸出
学校や自治会・企業等で高齢者等の体験をしてみませんか？

ビデオライブラリー
福祉やボランティアをビデオ・ＤＶＤから学べます。
もちろん貸出は無料です。

に興味がある方は、



いわき市ボランティア活動センターだより

いわき市社会福祉協議会
いわき市ボランティア活動センター

事

ボランティアをしてみたい!!

平成25年6月発行

ボラセ ンだより

ボランティア活動センターの活動は、ボランティアのマッ
チングをはじめボランティア講座や福祉教育、ボランティア
団体等の育成にも取り組んでいます。

ボランティアのまち い｢わき を｣目指して

ボランティアに関

平成25年6月発行

● ボラセンからつながる福祉の輪 ●

私たちいわき市社会
福祉協議会ボランティ
ア活動センターでは夢
を 現 実 に す る た め に、
この広報紙を発行する
ことになりました。
私 た ち の 夢 で あ る、
「ボランティアのまち
いわき」の実現に向けて、
欠かすことができないもの、
それは、
「熱い力」と「優しい気持ち」
、そして、
「ボ
ラセンだより」の発行だと思います。
人が人を想い、その想いに応えようと、人は、大き
な力を発揮するのではないのでしょうか。
ボランティアとは、そんな想いを持っている人と人
をつなぐ役割だと思います。ボランティアという「言
葉」がなくてもボランティアがある。そんな「まち」
をボランティア活動センターは目指しています。
「ボランティアがしたい」
「ボランティアをお願いし
たい」など、ボランティアのことなら、いわき市ボラ
ン テ ィ ア 活 動 セ ン タ ー に ご 相 談 く だ さ い。 あ な た に
とって、始まりの一歩は、ここにあるかもしれません。

行しました。

本会強口会長と社協イメージ
キャラクターふくみちゃん

創刊号

ミーティングなどに活用できます。
※本センターに登録している団体が利用できます。

会合やミーティングには、最適です。

生活支援相談員が届ける笑顔の輪

2013年 0246プロジェクトを開催!!

私たち生活支援相談員（26名）は、被災
され、仮設住宅、雇用促進住宅及び借上げ住
宅等で生活されている方々一人ひとりに寄り
添いながら、戸別訪問活動とともに地域の誰
もが楽しみながら参加できる交流会
（サロン）
活動に取り組んでいます。

3.11大震災以降、いわきのために活動してい
ただいた多くの支援者の皆さまへ感謝するととも
に、「いわきのこれからを共に考えよう」をテー
マに、3月16日（土）いわき芸術文化交流館アリ
オス中劇場にて開催しました。当日は、平中央公
園で炊き出しやパネルディスカッション、井手綾
香さんによる復興コンサートも行われました。

● ボラセンからはじまる支援の輪 ●
平成 25 年度いわき市ボランティア活動センターでは、さまざ
まな講座等を企画しています。いわきを想う気持ちは、人一倍と
いう方、自分のスキルアップにという方、そして、ボランティア
に興味のある方は、ぜひご参加ください！
日程(予定）
７月20日
（土）

い想いが

250人の熱

主

な

事

業

内

容

サマーショートボランティアスクール
主役はキミだ！
高校生による夏のボランティア体験

ボランティア講演会
７月28日
（日）

集結！

ぜひご覧になってみ

11月頃
２月頃

場 所：いわき市社会福祉センター ５階大会議室
時 間：13：30 ～ 15：00
テーマ：
「心のバリアをはずして」
講 師：中野佐世子氏（NHK手話ニュースキャスター）

先ずは、自分から楽しむことが大切。
笑顔でボランティアを学ぼう！

福祉レクリエーションボランティア養成講座
楽しいレクリエーションを一緒に学びませんか？

傾聴ボランティア養成講座
聴くことの大切さを学びませんか？

2014年 ０２４６プロジェクト
３月頃

てください。

いわき市社会福祉協議会
ボランティア活動センター（復興支援ボランティアセンター）
〒970-8026 いわき市平字菱川町1番地の3
電話：0246-38-6631 FAX：0246-38-6632
Eメール：saigai-vc@iwaki-shakyo.com
ブログ：http://iwakisaigaivc.blog.fc2.com/

東日本大震災を忘れないために…。
そして、いわきのこれからを共に考えよう！

ボランティアを通して、大切なものを
見つけられるはず。

＠編集後記
念願だったボラセンだよりを発行す
ることができました。でも発行するこ
とがゴールではありません。これは夢
の実現の第一歩。そう、「ボランティア
のまちいわき」を目指して…

＠ボラセン通信
いわき市ボランティア活動センター（通称：ボラセン）では、個人・ボランティアグループ（団
体）の登録を随時行っています。登録するとさまざまな特典があります。あんなことや、こんなこ
と…。先ずは、ボラセンに行ってみよう ! !

この広報紙は、韓国共同募金会の寄付金が活用されています。

お問い合わせは

第 107 号

ボランティア活動センター

 38-6631（代）まで！

最新情報は、ブログ・ツイッターをご覧ください。
●ブログ：iwakisaigaivc.blog.fc2.com
●ツイッター：twitter.com/iwakisaigaivc

の方
子育て中
必見！

あの日を
忘れない

平成25年度版
「子育て暮らしのガイドブック」
の活用を!!

「東日本大震災の記録と記憶」
を発行しました!!
本記録誌は、未曾有の災害に対する本会
の活動を記録に留めるとともに、自らを省
みて今後の指針とすることを目的に、韓国
共同募金会からの寄付金で作成しました。
本記録誌をご希望の方は、お近くの地区
協議会へお問い合わせください。

平成25年度版「子育てくらしのガイドブック」
は、各地区保健福祉センターで親子健康手帳を交
付する際に配布しています。
ガイドブックをご希望の方は、お近くの地区協
議会へお問い合わせください。

市内で利用できるサー
ビスや福祉制度など、
子育て家庭に役立つ情
報がいっぱいです！

お問い合わせは

地域福祉課

 23 － 3320（代）まで！
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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

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、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。
平成25年度は、市内13地区で地区版地域福祉活動
計画の策定や住民支え合い活動の推進を目的に「地
域福祉マップ」を作成していきますので、皆さんの
ご協力とご支援をよろしくお願いいたします。

●湯～らり温泉めぐり
●高齢者スポーツ大会
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●ボランティアの育成

高齢者スポーツ大会

●介護予防教室
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 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
詳しくは、内郷地区協議会

平 地 区 協 議 会
●障がい児余暇活動支援事業
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●介護予防教室
●社協・民協合同研修会
●広報紙発行
●ボランティアの育成

防火de ふれあう

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
●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
●介護教室
●介護予防講座
●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
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
●社協・民協合同研修会
●介護予防教室
●介護教室
●地域ふれあいの集い 新規
●広報紙発行
●ボランティア連絡会

32-2114㈹まで

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

●高齢者宅友愛訪問
●青少年福祉体験学習
●子育てサロン
介護者リフレッシュの集い

詳しくは、遠野地区協議会

54-2111㈹まで

勿 来 地 区 協 議 会

●介護者リフレッシュの集い

●ボランティアの育成

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

●介護講座

22-6441まで

小 名 浜 地 区 協 議 会

介護教室

詳しくは、四倉地区協議会

障がい児余暇活動支援事業

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

－6－

63-2111㈹まで

いわき市社協だより

～“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地域社会”を目指して～

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
●子育てサロン
詳しくは、田人地区協議会

子育てサロン

小 川 地 区 協 議 会
●高齢者ふれあいの集い
●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
●介護予防教室
●ボランティア育成講座

69-2111㈹まで

詳しくは、川前地区協議会

青少年福祉体験学習

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

84-2111㈹まで

高齢者ふれあいの集い

83-1111㈹まで

好 間 地 区 協 議 会

子育てサロン

詳しくは、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
●在宅介護者の集い
●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
●介護講座
●広報紙発行
●ボランティア研修会

ボランティア育成講座

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
●在宅介護者の集い
●地区敬老会
●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
●ボランティアの育成

第 107 号

36-2221㈹まで

三 和 地 区 協 議 会
●高齢者ふれあいの集い
●介護者・ほっと一息食事支援
●青少年福祉体験学習
●キッズラウンジ
●あすなろ年輪ピックスポーツ大会
●介護講座
●広報紙発行
●ボランティア研修会

詳しくは、久之浜・大久地区協議会 82-2111㈹まで

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

◆地域福祉支援員活動紹介◆
現在、常磐・遠
野地区協議会で
は、民生委員さん・
区長さん・様々な
団体の協力を得な
がら、皆さんと一
地域の福祉課題について協議
緒に各団体の行
事を取りまとめ、どんな時に、誰が、どこに集ま
るか？といった表を作成しております。福祉課題
についても様々な意見をお寄せ頂きました。
そのような中で、東日本大震災で生まれた、地
域のつながりをどのような形にするか？より良い
まちづくりをするにはどんな仕組みが必要か？地
域の皆さんと一緒に考えて行きます。
◆藤澤 紀枝 （常磐・遠野地区担当）

社協の理念でもありますが、
「誰
もが」
「安心して」
「暮らし続けら
れる」地域づくりについて皆さ
んはどのように考えますか。
少子高齢化が進む昨今、家族
だけでは担いきれない部分が現
れはじめる中、それを解決する
区長さんと一緒に避難所の確認
ヒントは希薄化傾向にある「ご近
所付き合い」の見直しにあると考えています。
住民が自ら地域の課題に関心を持ち、支え合う組織づくり。
現在、行政嘱託員(区長)・民生委員さんのご協力を得ながら、
助けを必要としている方の把握を再度行い、安全で安心して暮
らせる情報を盛り込んだマップ作成や地区のお助け隊「協力員
の登録」なども行っていきます。
皆さんの地域への気持ちを形にします！
◆金澤 希生子（内郷・好間・三和地区担当）
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あたたかいご厚情ありがとうございました
ひまわり信用金庫様から軽自動車
2台、（株)福島中央テレビ24時間テ
レビチャリティー委員会様から軽ト
ラックが1台寄贈されました。
地域福祉事業を推進するために活
用させていただいております。
ありがとうございました。

平成24年度 企業・団体からの寄付一覧
関東西濃運輸労働組合いわき支部

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

鳩ヶ谷地区社会福祉協議会

文教大学東日本復興支援学生本部（BRO） NTT東日本-福島いわき支店
南九州市共感ボランティア養成講座受講生一同
白井市南山中学校区地区社会福祉協議会
神代団地自治会
豊岡第一民生児童委員協議会
融通念仏宗青年会
登戸地区社会福祉協議会
福島高専電気工学科5年
いわきママクラブ
福島県中小企業家同友会いわき地区
富里市民生児童委員協議会
ぐんまボランティアフォーラム2012第2分科会
松本市社会福祉協議会
鹿児島県社会福祉協議会
川部ゴルフ愛好会
いわき市ターゲット・バードゴルフ協会
みやこんじょボランティアフェスティバル2013
アイマックスガーデン加園
（財)福島民報厚生文化事業団
塩屋崎グリーンクラブ
国分寺市社会福祉協議会
(株)福島中央テレビ24時間テレビチャリティー委員会

日本労働組合総連合会大阪府連合会
情報労連近畿ブロック連絡会
(株)アド・リブ
TLS-OB会福島支部
(有)不二屋
(有)新栄造花店
チャリティーティーシャツ協力一同
明るい社会づくり運動平地区協議会
前橋市社会福祉協議会
前橋市大胡地区民生児童委員協議会
いわき勿来ライオンズクラブ
ハッピーかい
小川町ボランティアグループふれあい
四街道市社会福祉協議会
「がんばろう わたしたちが」の会
ライトハウスアンサンブル
前橋市大胡地区社会福祉協議会
ＴＯＴＯリモデルクラブいわき店会
NPO法人地球環境共生ネットワーク
博多くるま座の会
上町・植田中央・植田南行政区

諏訪町子供を守る会
妙覚寺寒修行一行
美鈴歌謡教室
田人おふくろの宿
いわき商工会議所女性会
習志野市社会福祉協議会
見晴台学園
栄町社会福祉協議会
みなと子育て応援プラザpokke
小さな親切運動白井の会
白井市ボランティア
白井ライオンズクラブ
いのちのうた
(株)ピクシー
(株)クボタ・(株)南東北クボタ
鹿児島市社会福祉協議会有志職員一同
南アルプス青年会議所
NTT東日本-福島社会貢献推進会議
肝付町社会福祉協議会
柏市社会福祉協議会有志一同
ひまわり信用金庫
千葉社協職員連絡協議会
山武市社会福祉協議会
（順不同、敬称は省略させていただきました）
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このたび、
東日本大震災の記録誌を発行しました。復興から
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未来へと、
一人でも多くの方が笑顔で生活できるよう、
地域の皆
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編集
後記

さんと共に、
地域に寄り添った福祉活動を引き続き進めていき
たいと思います。
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皆様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、皆様からの寄付金・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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