
働く障害者
ふれあいフェスティバル
⽇時︓９⽉１２⽇(⽔)・１３⽇(⽊)

午前１０︓３０〜１４︓００

会場︓宮城県庁１階ロビー

●お問い合わせ
宮城県障害福祉課
社会参加促進班
(TEL：022-211-2541)

平成３０年度 第１回

※写真は販売商品の⼀例です。 当⽇は変更になる場合があります。

障害のある⽅々が
⼼を込めて
作った製品を
⾃ら販売する
⼤好評の催しで

す︕

お菓⼦やパン、
野菜、

⼿⼯芸品など、
様々な製品を取り
揃えて販売します
(詳細は裏⾯をご
覧ください)

ここでしか買えない
オリジナル品、
数量限定の
⼈気商品も︕

お誘いあわせの上
ご来場ください︕



９月１２日（水）　１０:３０～１４：００

番号 法人名 事業所名 販売商品 所在地

1 特定非営利活動法人コスモスクラブ すまいる作業所 豆腐、厚揚げ、油揚げ等 仙台市泉区

2 株式会社なでしこ 就労継続支援事業所なでしこ 工芸品（ちりめん細工・陶芸・絵手紙等) 仙台市若林区

3 企業組合労協センター事業団 亘理事業所 ともに はま道 クラフト製品、お惣菜、野菜や果物等 亘理町

4 合同会社ビッグママ 障害福祉サービス事業所ビッグママ 各種パン、焼き菓子、クラフト作品 仙台市太白区

5 特定非営利活動法人ほっとたいむ ほっとたいむ ドライフルーツ、刺し子、アクリルタワシ等 仙台市若林区

6 株式会社ＭＫアシスト 株式会社ＭＫアシスト ミニトマト、レタス 塩竈市

7 特定非営利活動法人煌の会 工房すぴか さをり織り、裂き織布、キーチェーン等
 仙台市宮城野区

8 特定非営利活動法人ガンバ・ペッチャー
川崎町地域活動支援センター
「仲間の家」

ヘンプ、花かご、動物リース等
 川崎町

9 特定非営利活動法人みどり会 みどり工房永和台 ポーチ、ティッシュケース、髪ゴム等 仙台市泉区

10 特定非営利活動法人創の会 メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、焼き菓子 仙台市青葉区

11 社会福祉法人みんなの輪 美里町地域活動支援センター ビーズブレスレット、がまぐち、革しおり等 美里町

12 一般社団法人こねくと ｗａｒａ ごぼう茶、漁網タワシ、漁網タオル 名取市

13 一般社団法人Ａｉえりあサポート福祉会 あいの郷 パン、クッキー、ラスク 富谷市

14 特定非営利活動法人博英舎・こころや こころや 手作りクッキー、手芸品、アクセサリー
 仙台市青葉区

15 社会福祉法人ぽっけコミュニティーネットワーク ポッケの森 焼菓子、デザート、お弁当等 仙台市太白区

16 株式会社スプリント スプリント美田園センター いちごジャム、いちごソース 名取市

17 一般社団法人はぴかむ 就労継続支援B型事業所はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、マグネット等 仙台市若林区

18 社会福祉法人仙台市手をつなぐ育成会 ホープすずかけ 自家製せんべい、和風菓子、コーヒー等 仙台市宮城野区

19 社会福祉法人宮城県身体障害者福祉協会 第二啓生園 ウォシュクリーン、小物入れ袋等各種布製品
 仙台市宮城野区

20 株式会社ＭＡＹＵＲＡ Ｍａ ｒｕｅ (マル) アクセサリー、コースター、ストラップ等
 仙台市青葉区

21 社会福祉法人ゆうゆう舎 ぱれった・けやき宮城野 クッキー、乾燥野菜、刺し子のふきん等 仙台市宮城野区

22 医療法人社団原クリニック 仙台メンタルヘルスサービス あみぐるみ、アクリルタワシ、くるみボタン等 仙台市青葉区

23 有限会社ナンモ企画 課外塾 持ち帰り丼、惣菜、手づくり装飾品
 仙台市青葉区

24 社会福祉法人愛子福祉会 いずみ授産所 縫製品、羊毛フェルト製品、手作り雑貨等 仙台市宮城野区

25 特定非営利活動法人あゆみ ふぉれすとあゆみ 刺し子布巾・飾り刺し子・さをり織り等 仙台市泉区

26 色麻町社会福祉協議会 色麻町地域活動支援センターゆうゆう 手工芸品 色麻町

27 社会福祉法人臥牛三敬会 第三虹の園 ポン菓子、パン、シフォンケーキ等 角田市

28 株式会社ＭＡＹＵＲＡ Petit Éclair(プチエクレア) パン・焼き菓子 仙台市青葉区

９月１３日（木）　１０:３０～１４：００

番号 法人名 事業所名 販売商品 所在地

1 特定非営利活動法人コスモスクラブ すまいる作業所 豆腐、厚揚げ、油揚げ等 仙台市泉区

2 株式会社なでしこ 就労継続支援事業所なでしこ 工芸品（ちりめん細工・陶芸・絵手紙等) 仙台市若林区

3 企業組合労協センター事業団 亘理事業所 ともに はま道 クラフト製品、お惣菜、野菜や果物等 亘理町

4 合同会社ビッグママ 障害福祉サービス事業所ビッグママ 各種パン、焼き菓子、クラフト作品 仙台市太白区

5 特定非営利活動法人煌の会 工房すぴか さをり織り、裂き織布、キーチェーン等
 仙台市宮城野区

6 特定非営利活動法人みどり会 みどり工房永和台 ポーチ、ティッシュケース、髪ゴム等 仙台市泉区

7 特定非営利活動法人フルハウス コッペ パン・クッキー等 仙台市宮城野区

8 特定非営利活動法人創の会 メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、焼き菓子 仙台市青葉区

9 一般社団法人こねくと ｗａｒａ ごぼう茶、漁網タワシ、漁網タオル 名取市

10 一般社団法人Ａｉえりあサポート福祉会 あいの郷 パン、クッキー、ラスク 富谷市

11 ほっとファーム株式会社 ほっとファーム 生しいたけ、生きくらげ、乾燥しいたけ等 仙台市青葉区

12 蔵王町
障害者社会復帰施設運営
こまくさ作業所

クラフトかご、ストラップ 蔵王町

13 一般社団法人松島のかぜ 一般社団法人松島のかぜ ミニトマト、玉ねぎ、オクラ等 松島町

14 特定非営利活動法人博英舎・こころや こころや 手作りクッキー、手芸品、アクセサリー
 仙台市青葉区

15 一般社団法人Hearts 一般社団法人Hearts レタス、加工品、プリン等 栗原市

16 社会福祉法人家庭福祉会 きぼう園　二の森ワーク パン、焼き菓子、軍手等 仙台市宮城野区

17 社会福祉法人ぽっけコミュニティーネットワーク ポッケの森 焼菓子、デザート、お弁当等 仙台市太白区

18 株式会社スプリント スプリント美田園センター いちごジャム、いちごソース 名取市

19 一般社団法人はぴかむ 就労継続支援B型事業所はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、マグネット等 仙台市若林区

20 社会福祉法人仙台つるがや福祉会 ワークつるがや なご味うどん（持ち帰り用）、葦製品
 仙台市宮城野区

21 株式会社クリエイティブ笑未 クリエイティブ笑未 ハンドメイドアクセサリー、小物雑貨等
 松島町

22 社会福祉法人愛子福祉会 いずみ授産所 縫製品、羊毛フェルト製品、手作り雑貨等 仙台市宮城野区

23 株式会社ＭＡＹＵＲＡ Ｍａｒｕｅ　夢まるごと 日替り弁当・惣菜４～５種 仙台市宮城野区

24 一般社団法人杜の都福祉事業団 ゼルコバ 木工製品・手芸品 仙台市若林区

平成３０年度第1回県庁ロビー「働く障害者ふれあいフェスティバル」出展事業所一覧


