
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども♡あいネット会員紹介 正会員（１５団体）賛助会員（３団体） 
 

団体名  いわき市アレルギーっ子交流会『もぐのび』 

所在地  いわき市勿来 
代表者名 緑川 琴江 
連絡先  http://www.facebook.com/mogunobi 
活動情報 毎月第２（水）10:00～13:00（変更有）市内公民館ほか 
一言ＰＲ アレルギーをもつ子どもと家族の情報共有＆息抜きの場所になることを目指して活動しています ! 

団体名  特定非営利活動法人 いわき NPO センター 

所在地  〒970-8043 いわき市中央台鹿島１丁目 5-12 
代表者名 照井 義勝 
連絡先  ☎0246-28-8399  📠 0246-38-6125  http://iwaki-npo.org/ 
一言ＰＲ 市内 NPO へ毎月メールにて助成金等の紹介を発信中。相談も随時受付。 

 

 

 

子育て・子育ち支援マップ 2017 

 
 

 

団体名  こども♡あいネット 

所在地  〒970-8036  いわき市平谷川瀬字仲山町 20-1 
代表者名 引地 晴子 
連絡先  ☎090‐4725‐7636（事務局：飯田） 

📠 0246‐23‐2503（こみゅーん） 

活動予定 こども♡あいネットフェア  予約不要 

平成２９年 12/2（土）12：15～15：00 ＠アリオス２階 無料  

一言ＰＲ 年１回のフェアを中心に、わいわい楽しく活動しています。 

勿来地区 

泉・小名浜地区 

郡山地区 

平地区 

 

・わくわくネットいわき 

・うみかぜヨガ 

・みんぷく 

・すくのびくらぶ（広場） 

・Wendy いわき 

・こみゅーん with 助産師 

・サード･ハンド 

・いわき転入女性の会 

・子育てポピークラブ 

・いわき NPO センター 

・いわき環境研究室 

 

 

・いわきマネー教育サポーターズ 

・いわき緊急サポートセンター 

・いわき放射能市民測定室たらちね 

・プレイノベーション 

内郷地区 

 ・スマイルリボン 

 
・スワンキッズくらぶ 

・もぐのび 



団体名  特定非営利活動法人 いわき緊急サポートセンター 

所在地  〒971-8111 いわき市小名浜大原字丁新地２０６－２ 支援拠点アステール 
代表者名 前澤 由美 
連絡先  ☎080-6055-1099 ☎080-9011-9930 http:// iwakikinsapo.jimdo.com/ 

活動内容 当団体は、面談と登録をして入会した親子の 365 日 24 時間のサポート対応をして 

います。その他、子育て相談・出産前後のサポート・健康支援サロン・セミナーなど 

や研修を開催しています。 

転入された方や帰還された方なども大歓迎です。随時 個別に相談・面談・訪問なども対応します。 

・第３（木）10：00～12：00  子育て相談 ＠アステール （事前予約） 

・第３（木）13：30～15：30、 第４（火）10：00～12：00 MAMA サロン ＠郷ヶ丘１丁目（事前予約） 

毎月１回 保育士資格取得の勉強会を開催中  会場：いわき市総合保健福祉センター（HP にて案内） 

H29 年 12/2２（金）10：00～14：00 クリスマス交流会 @いわき市総合保健福祉センター多目的ホール 

一言ＰＲ 子育て中の「困った！」を「良かった！！」にする  安心・笑顔のいわきの子育てを応援しています。 

団体名  いわき市重症心身障がい児（者）と家族の会 スマイルリボン 

所在地  いわき市内郷 
代表者名 笠間 真紀 
連絡先  スマイルリボン http://smileribbon.com/ 

活動内容 月 1 回程度、交流イベントやお茶会等開催しています。 

不定期開催なので、ＨＰ・FB で日程をご覧ください。 

一言ＰＲ ハンディをもつ乳幼児期の子ども達から、学童期、青年期、 

老年期まで、安心して生き生き生活できる場所や制度を創っていく 

ことを目指し、活動しています。 

団体名  いわき市発達障害を考える家族の会 スワンキッズくらぶ 

所在地  いわき市勿来 
代表者名 宗像 広美   
連絡先  http://www.facebook.com/swan.kids.club/ 

活動内容 月 1 回交流イベントなどを開催しています。年に数回、ママたちの交流会も行って 

おります。不定期開催なので、FB にてご確認ください。 

一言ＰＲ 発達に気がかりがある子ども達の成長を見守りながら、ご家族同士で交流し合える 

環境作りを目指し、活動しています！ 

団体名  いわき転入女性の会   

所在地  いわき市郷ヶ丘（事務局） 

代表者名 鈴木 仁美 

連絡先  ☎090-7337-5683（事務局：関内）  

ncwcmail@gmail.com http://www.geocities.jp/ncwcpage/ 

活動予定 ＜定例会＞30 年 1/16（火）第５回定例会（場所未定） ３/6（火）第６回定例会（場所未定） 

      ＜イベント＞12/18（月）転入女性交流のつどい『クリスマス交流会』（いわき産業創造館） 

その他、不定期におしゃべり交流会、ベビー交流会を開催。 
一言ＰＲ  いわきに転入してきた女性に、情報収集や交流の場を提供し、生活に早く慣れるよう支援しています。 

団体名  いわきマネー教育サポーターズ 

所在地  いわき市泉玉露 
代表者名 飯田 教郎 
連絡先  ☎090-4725-7636（飯田） 

活動予定 平地区を中心にセミナー・講演会を開催。主なテーマは、「エンディング･ノートと終活」。 

一言ＰＲ 社会人向けの金融経済教育を行う他、保護者向けに金銭教育(子どもが正しい金銭感覚を身につけられる 

ような教育セミナー)を行っています。 

団体名  Wendy いわき 

所在地  いわき市平字正内町 

代表者名 三浦 綾 

連絡先  ☎080-1810-4371【問い合わせ】☎080-9252-6624【予約専用】 

wendy@to-ho-net.co.jp http://www.to-ho-net.co.jp/wendy   

活動内容 スペース開放、各種お教室、交流会の企画開催、一時保育、情報紙発行など 

  詳しくはホームページ参照 ※「Wendy いわき」で検索（要予約） 

一言ＰＲ 子育て支援を中心とし、地域の方々との交流や場の提供をしています。 

 

 

 

 

 

 

mailto:ncwcmail@gmail.com


団体名  うみかぜヨガ 

所在地  〒970-0107 いわき市平荒田目字田中内北 14-2 
代表者名 藁谷 弘子 

連絡先  090-8612-8788  

活動予定 11/26（日）ユニバーサルヨガ（視覚障がいの方、一般の方、性別、年齢、問わず参加できます。） 

12/23（土）、H30 年 3/24（土） 10：00～13：00  

お寺で坐禅ヨガ、こどもの会、指導者の育成や講師派遣、チャリティ･ヨガを行っています。 

一言ＰＲ ヨガを通じた子育て支援や心のケアなどのライフサポートもしています！ 

（こみゅーん うぃず） 

団体名   特定非営利活動法人 Commune with 助産師  
所在地   〒970-8036 いわき市平谷川瀬字仲山町 20-1   
代表者名 草野 祐香利 
連絡先  NPO こみゅーん事務局 0246-23-3303 （月～金 ９：00～16：30）       
 

cw-jyosanshi@dream.ocn.ne.jp 

commune-jyosanin@dream.ocn.ne.jp 

http://cw-jyosanshi.com/ 

＊助産院専用 ☎080-2837-7588 

＊ホームスタート専用  

☎080-2827-3005 
homestart-commune 

@vesta.ocn.ne.jp 

＊いわきの子ども子育てサポーター 

検索サイト「いわさぽ」専用 
cwjyosan@gmail.com  
http://iwasapo.jp 

   

活動内容 （１）「こみゅーん助産院✿」 

専門的ケアによる、妊娠中～母乳育児卒業時期、思春期～妊活期の女性と子どもの健康をサポート  

①健やかマタニティ教室（お産･母乳の楽講、栄養・クッキング、骨盤ケア・体操ヨーガー） 

②妊娠･出産･育児･思春期,女性の健康相談 （来所、電話、メール ） 

③母乳育児支援(おっぱいケア、相談)  ④家庭訪問  ⑤産後ディケア ⑥産後入院  

⑦助産師のいるサロン（子育てミニ講話・発育測定あり） ⑧離乳食教室 ⑨いのちと性の教育  

（２）「こみゅーんクラブ☀」 

妊産婦とその家族を対象に、妊娠･出産･育児の｢喜び･楽しみ･幸せ｣を拡げる、助産師介在の交流活動。 

①0 歳親子の交流ひろば（ママベビー体操、授乳・離乳食相談） ②ハンドメイド  

（３）「ホームスタートこみゅーん♪」 

研修を受けた子育て経験のあるボランティアさんが、お宅へお伺いしてお話を聴いたり、育児や家事 

の場面で一緒にできることを行います。随時 1 回 2 時間･4 回程 @未就学児のいる家庭は無料  

（4）「いわさぽ🍀」 

いわき市内イベント、子どもと行けるお店や施設、支援者･サービス等子ども子育て応援サポーターを 

検索できる地域密着型サイト。メルマガ配信あり。随時 無料（通信料自己負担） 

※メルマガ「こみゅる」登録、募集しています！ 

一言ＰＲ  子育て･女性の健康 Communication＆Community  

私たち（＝NPO こみゅーん）は、いつもあなたのすぐそばにいます。❤ お気軽にご連絡ください ❤ 

団体名  子育てポピークラブ 

所在地  〒970-8031 いわき市平中山字諏訪下６９－１ 

代表者名 引地 晴子 

連絡先  ☎090-3367-5257  📠0246-24-1022 

活動予定 毎月第４（水）「子育てつどいの広場」を開催。生後６ケ月～就学前のお子様とその母親･家族対象 

     １１/２２ (水)9：30～11：30 ゆったり親子ヨガを体験しよう  

       １２/２０ (水)9：30～11：30 楽しいクリスマス会・もうすぐお正月  

     H30 年 1 月～4 月第４（水）9:30～11:30 中央台公民館で定例会開催。参加者･スタッフは随時募集！ 

一言ＰＲ 明るくあたたかい子育ての広場、ここに集まるときっといいことがあるよ！手作り健康おやつでの 

ティータイム(プチ食育)もママたちから大人気です。一緒に楽しい子育てを見つけていきましょう！ 

団体名  サード･ハンド 

所在地  いわき市平 

代表者名 藤井 ゆか里    連絡先 あいネットを通じてご連絡ください♡ 

活動内容 官民のイベント実施に伴う託児依頼を請けています。 

一言ＰＲ 子育て真っ最中も、自分磨きができるといいですね！ 

 
 

 
 

 

 

「ポピー」の花言葉  

いたわりと思いやり 

＠中央台公民館  30 組募集  要予約 

毎回手作りおやつ付、参加費 300 円 



団体名  すくのびくらぶ （イトーヨーカドー平店４階 すくのび広場 運営） 

所在地  〒971-8111  いわき市小名浜大原字丁新地 206-2  
いわき緊急サポートセンター支援拠点アステール内 

代表者名  前澤 由美 
連絡先  ☎080-6055-1099(前澤) 📠0246-84-9239  

http://sukunobi.jimdo.com/ sukunobi2711@gmail.com 

活動内容  10：00～17：00 まで遊べます。保育士や看護師など常駐。月１回の不定期なお休み有。 

      対象年齢･･･赤ちゃんルーム 3 歳未満、遊具使用は 8 歳未満。入場の年齢は無制限、どなたでも入場可。 

＊季節の工作・ぬりえ・小物作り・折紙・読み聞かせ・手遊び歌・手話劇場などスタッフが毎日ミニイベントを開催！ 

      ＊毎月イベントカレンダー「すくのび広場カレンダー」を発行していますので、HP 検索でご確認ください。 

            ＊ゴールデンウイーク、お盆を含む前後、年末年始 H29 年 12/ 26（火）～H30 年 1/4（金）はお休みです。 

一言ＰＲ 保育士・看護師・管理栄養士・助産師・歯科衛生士・いわき市子育て支援員たちが応援する広場です。 

赤ちゃん～高齢者まで大歓迎です！市内子育てコンシェルジュが広場へ毎月１回来るので相談してね ❤ 

団体名  特定非営利活動法人  みんぷく 

所在地  〒970-8026  いわき市平字菱川町 1－3 いわき市社会福祉センター4 階 

代表者名 長谷川 秀雄 

連絡先  ☎/📠 0246-38-7359 http://www.minpuku.net/ 

一言ＰＲ 「みんなが復興の主役」を縮めて「みんぷく」です。 

復興公営住宅や災害公営住宅への支援を行っています。 

団体名  特定非営利活動法人 わくわくネットいわき 

所在地  〒970-8028 いわき市平上神谷字神谷分２２－１ 

代表者名 新妻 寿雄 

連絡先  ☎0246-57-0255  📠0246-57-0256 http://www6.plala.or.jp/wakuwaku/ 

一言ＰＲ 幼児から成人までの障がいがある方々と共に様々な活動を行う福祉サービスの提供をしています。 

団体名   特定非営利活動法人 いわき環境研究室 
所在地  〒970-8003 いわき市平下平窪字鍛冶内 53ー14  代表者名 橋本 孝一 

連絡先  〒970-8044 いわき市中央台飯野 2 丁目 15-13 平川 英人 

一言ＰＲ  地域の環境問題解決のための調査、子どもの学習支援に取組んでいます。 

団体名  認定 NPO 法人 いわき放射能市民測定室  たらちね 

所在地  〒971-8162 いわき市小名浜花畑町 11-3 カネマンビル 3F  代表者名 織田 好孝 

連絡先  0246-92-2526 tarachine@bz04.plala.or.jp  

http://www.iwakisokuteishitu.com/  https://www.facebook.com/tarachineiwaki 

活動内容 甲状腺検診 お子様（無料）と母親(1000 円) 随時 要予約  

たらちね・こども保養相談所 

0246-38-7173 📠 0246-38-8322 沖縄・球美の里ＨＰ http://kuminosato.net/ 

団体名  株式会社 プレイノベーション 

所在地  郡山市  代表者名 菅家 元志 

連絡先  090-8257-8392  info@plainnovation.com  

http://play-pallet.com/ https://www.facebook.com/magicolle 

活動内容 2013 年に郡山市で創業し、現在は福島県内全域および首都圏において事業展開しています。 

「ICT のチカラで子どもたちに優しい社会を」をスローガンに、子育て世帯向けの情報配信サービスや 

子育て支援施設向け業務支援システム、デジタル教材の開発・運営、子育て支援・教育イベントの企画・ 

運営を幅広く手掛けています。 

 

 

 

 

こども♡あいネット会員募集中 

 

こども♡あいネットは、毎月１回（月）不定期に 
いわき市文化センター会議室にて定例会を 
開催しています。入会および企業さんご寄付 

など随時募集しております。いずれも事前に 
事務局へご連絡をお願いします♡ 2017.10. 


