
県内の就労支援事業所等で働く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！ぜひお越しください！

【日時】１２月７日（水）～９日（金）１０：３０～１４：００

【場所】 宮城県庁１階県民ロビー

問い合わせ先：宮城県障害福祉課 地域生活支援班 ＴＥＬ： ０２２－２１１－２５４１

障害者アート展示 作文・ポスター展示

障害のある方が製作した
アート作品の展示を１階
県民ロビーにて行いま
す！

「心の輪を広げる障害者
理解促進事業」における
県入賞作品の展示を行い
ます！

～Event Information～

１２月７日～９日 １２月５日～９日



１２月８日（木） 販売時間 １０：３０～１４：００
番号 法人名 事業所名 市町村 販売品目

1 有限会社 クリオネ hana hana 仙台市
ＳDＧsなコーヒー粉の脱臭剤・こけ玉・コケリュウム・ドライフラワー・サシェ・たまたま多肉
植物・ポーチ他手工芸品

2 一般社団法人 HELLOS HELLOS北仙台（B型） 仙台市
ハンドメイド作品
・コースター・つまみ細工動物マグネット
・箸置き・ピアス

3 一般社団法人アート・インクルージョン アート・インクルージョンファクトリー 仙台市 文房具・雑貨・カレンダー・キャンディー

4 株式会社たんぽぽ たんぽぽハウス 仙台市 手さげ・巾着・くるみボタン・ポーチ・カード入れ・その他小物商品

5 一般社団法人 ぶるー・びー ぶるー・びー 仙台市
クリスマス商品（リース、マスコット等）
着物・帯リメイク商品・アクセサリー
つまみ細工商品

6 社会福祉法人ぽっけコミュニティネットワーク ポッケの森 仙台市
日替わり弁当・焼き菓子（クッキー、マドレーヌ、スコーン等）・冷菓子（プリン、シフォン
ケーキ、ガトーショコラ、チーズケーキ等）・豆腐・味噌

7 社会福祉法人 仙台つるがや福祉会 ワークつるがや 仙台市
・なご味うどん（持ち帰り用・2食入り）
・うどん用のつゆ・葦製品各種
・生ごみ堆肥化エコセット

8 社会福祉法人みんなの輪 美里町地域活動支援センター 美里町 手芸品（雑巾、バック、巾着、刺し子布巾、さをり織り等）

9 特定非営利活動法人 フルハウス コッペ 仙台市 パン・クッキー

10 特定非営利活動法人 煌の会 工房すぴか 仙台市
手織り布を使用した商品・カメラストラップ・ネックストラップ・ギターストラップ・アートベ
ルト・ストール・ペンケース ポーチ・アートクロス・キーチェーン・をりねこバッジ・ピアス

11 特定非営利活動法人まきばフリースクール まきばの実り 大崎市 野菜類（葉物・根菜等）

12 一般社団法人MYROマイロ マイロ 仙台市 ハンバーガー・チャーシュー丼・冷凍ハンバーグ

13 特定非営利活動法人 アクティブ 地域活動推進センター アクティブ・デイ 仙台市
紙バンドで制作したバック類や小物入れ・季節の作品（クリスマスやお正月、お雛様）
・その他小物

14 ほっとファーム株式会社 ほっとファーム仙台 仙台市 生椎茸・生木耳・どんこ・乾燥椎茸・乾燥木耳

15 社会福祉法人 チャレンジドらいふ ボーノボーノ大崎東 大崎市 シクラメン鉢・農産物（袋入りとうがらし、くるみ等）・手芸品

１２月９日（金） 販売時間 １０：３０～１４：００
番号 法人名 事業所名 市町村 販売品目

1 特定非営利活動法人しあわせ会 しあわせ会福祉作業所 仙台市
キルト椅子・介護枕・アクリルタワシ・ポケットティッシュケース・布マスク・お手玉・その他
手作りの日用品等

2 株式会社なでしこ 就労継続支援事業所なでしこ 仙台市 木工・布製品・雑貨

3 社会福祉法人 ゆうゆう舎 ぱれった・けやき宮城野 Ciao！ 仙台市 乾燥野菜・クッキー・レモンケーキ・手芸用品 他

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 仙台市
菓子パン・惣菜パン・食パン各種・天ぷらパン・きな粉揚げパン・焼き菓子各
種・シュトーレン

5 特定非営利活動法人 創の会 メルヴェイユ仙台 仙台市
シフォンケーキ・焼菓子（クッキー、マドレーヌ、フィナンシェ、ビスコッティ）・シュトーレ
ン・手作りティッシュケース、ポケットティッシュケース等

6 認定ＮＰＯ法人ビートスイッチ 希望の星 仙台市
・ポチ袋、封筒、一筆箋等の紙製品販売・アクリルタワシ、クラフト紐使用によるコースター、
かご製品等・ガーデンハックルベリーソース（170ｇ、100ｇ）・キクイモチップス、パウダー

7 社会福祉法人色麻町社会福祉協議会 色麻町地域活動支援センター 色麻町
・手工芸品：フェルト作品（クリスマス製品、正月飾り）
・布製品（ショルダーバッグ等）

8 社会福祉法人一歩一歩福祉会 仙台もぐらの家 仙台市
焼菓子：クリスマス限定焼き菓子セット・抹茶ぷりん・ほうじ茶ぷりん・生チョコケーキ・チーズケーキ・スコーン等
創作品：ゆびわ・ブレスレット・ストーンストラップ等

9 株式会社MAYURA 多機能型事業所 夢まるごと 仙台市 日替わり弁当（4～5種）

10 社会福祉法人 幸生会 障害福祉サービス事業所 ほうゆう 仙台市 ・手焼きせんべい「ほうゆうのよろこぶせんべIい」 ・野菜（収穫ができれば）

11 特定非営利活動法人ほっとたいむ ほっとたいむ 仙台市
・ドライフルーツ・クラフトテープコースター
・ヘアゴム、アクリルタワシ・モチーフトートバック、ポシェッド

12 株式会社manaby manabyCREATORS仙台 仙台市
・アクセサリーや雑貨（髪留め、ネックレス、キーホルダー、ストラップ）・文具（ハーバリウ
ムペン、ポストカード、しおり、スケッチブック）・オリジナル漫画冊子・小説冊子

13 特定非営利活動法人グループゆう ワークスペースぽぽ 仙台市
・菓子類（クッキー、マドレーヌ、ブラウニー）
・手芸品（ミサンガ、マスコット）

14 公益社団法人 青年海外協力協会 JOCA東北 J’sWoｒkB 岩沼市 野菜・Tシャツ・タオル・ステッカー・缶バッジ・団子等

15 株式会社 MAYURA 多機能型事業所 Ma rue 仙台市
パン類（各種菓子パン，総菜パン）
菓子類（クッキー、マドレーヌ、フィナンシェ等の焼き菓子）

16 社会福祉法人 大衡村社会福祉協議会 大衡村地域活動支援センター 大衡村 さをり織り製品（メガネケース、クリスマスカード、誕生日カード、小物など）

令和４年度第２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
１２月７日（水） 販売時間 １０：３０～１４：００
番
号

法人名 事業所名 市町村 販売品目

1
一般社団法人 地域障害者雇用促進協会 Nさぽーと・み
やぎ

就労支援カレッジ ぴゅあ・さぽーと 石巻市
さをり織りネクタイ・い草・クラフト畳スタンド
畳縁財布・畳縁名刺入れ

2 社会福祉法人愛子福祉会 いずみ授産所 仙台市
縫製品（ドレス型タオル、刺繍ふきん、ティッシュケース、コースター等）・羊毛
フェルト製品（置物、ストラップ）・手作り雑貨（ビーズブレスレット、アクリル
たわし、レジンマグネット、エコクラフトかご等）

3 合同会社 おれんじの羽 障がい者就労継続支援B型 おれんじ工房 富谷市
・和小物 ・つまみ細工

4 株式会社クリエイティブ笑未 クリエイティブ笑未 松島町
・クリスマスのアドベントカレンダー・レザーアクセサリー・お薬手帳入れ・御朱
印帳入れ・袱紗 他

5 NPO法人そよかぜ広場
仙台市小規模地域活動センターそよかぜ広場作業
所

仙台市 エコクラフト籠 アイロンビーズ 手作り小物

6 特定非営利活動法人ハートライフせんだい 創働舎 仙台市
エコケース・九男猿・マスクケース・袖カバー・巾着・コースター・アクリルタワ
シ・シュシュ・ダスター

7 一般社団法人こねくと ラ・フレーズ 名取市
・焼菓子（マフィン、パイ、スコーン他）
・ごぼう茶 ・漁網たわし、漁網タオル

8 社会福祉法人 角田市社会福祉協議会 角田市障害者就労支援施設のぎく 角田市
手芸製品（花ふきん、ワンポイントふきん、アームカバー）・木工製品（フォトス
タンド、ガーデンスティック、マグネット）・EM石鹸・エコ石鹸

9 社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会 仙台自立の家 仙台市
水耕栽培（葉物）・焼菓子・手工芸品・軽印刷製品（一筆箋、ポチ袋）・仕入れ品（少量、佃煮、
乾物ほか）

10シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 グリーンファーム仙台 仙台市
レタス・水菜・クレソン・にんにくスプラウト・黒にんにく・むきにんにく・乾燥
にんにく・アヒージョ

11特定非営利活動法人コスモスクラブ すまいる作業所 仙台市
木綿豆腐・寄せ豆腐・厚揚げ・油揚げ・おから・食べる豆乳・とうふドーナツ・お
からドーナツ・チュロス・スコーン・おからクッキー・ビスコッティ

12社会福祉法人 臥牛三敬会 虹の園 角田市
・パン類
・シフォンケーキ ・加工商品（味噌、醤油、ドレッシング、ジュース）

13有限会社ナンモ企画 課外塾 仙台市
豚から揚げ弁当・とりから揚げ弁当・豚生姜焼き弁当・とり甘酢あんかけ丼・焼き
そば・惣菜各種・宮城県産ぶどう蔓の小物アクセサリーほか

14株式会社ＥＧＡＯ 結っ人（就労継続支援Ａ型・Ｂ型） 仙台市
さといも・さつまいも・生姜


