
 

月 日 事業所 販売品目

 7月12日 (火) 創働舎 九男猿、エコケース、コースター

 7月19日 (火) こころや クッキー、アクセサリー、ポストカード

 7月26日 (火) ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

 8月 2日 (火) 仙台自立の家 焼き菓子、バッグ、葉物野菜

 8月 9日 (火) 創働舎 九男猿、エコケース、コースター

 8月16日 (火) ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

 8月23日 (火) すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

 8月30日 (火) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

7月

8月

障害のある方が製作した「ふれあい製品」の展示販売会を 開催します。

パンやクッキー、木工品、手工芸品など、ひとつひとつ丁寧に作り上げた製品ばかりです。

ぜひ皆さまお立ち寄り下さいますようご案内申しあげます。

会 場：7月～8月 青葉区役所2階ラウンジ 9月 3階ラウンジ

販売時間：11時～14時

新型コロナ感染拡大防止のため、ご来場の際には次のことにご協力をお願いします。

・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力ください。

。・やむを得ず日程の変更や中止となる場合もございますので、ご了承ください。

令和4年7月～令和4年9月のスケジュール



月 日 事業所 販売品目

 9月 1日 (木) 大きなポッケ 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 9月 6日 (火) ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

 9月 7日 (水) 創働舎 九男猿、エコケース、コースター

 9月 8日 (木) アート・インクルー
ジョン・ファクトリー

アクセサリー、ノート、Tシャツ

 9月13日 (火) ほっとたいむ 乾燥野菜、乾燥果物、コースター

 9月14日 (水) 仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

3月  9月15日 (木) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 9月20日 (火) ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

 9月21日 (水) 仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

 9月22日 (木) 仙台メンタルヘルス
サービス

編みぐるみ、アクリルたわし、ドリップコーヒーパック

 9月27日 (火) ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

 9月28日 (水) メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、クッキー、パウンドケーキ

 9月29日 (木) かがやきの杜 紙すき製品、羊毛フェルト製品、お掃除用品

9月

新型コロナ感染拡大防止のため、ご来場の際には次のことにご協力をお願いします。

・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力ください。

。・やむを得ず日程の変更や中止となる場合もございますので、ご了承ください。

【お問い合わせ】 仙台市健康福祉局障害企画課 ℡022-214-8151 Fax022-223-3573



               令和4年7月～令和4年9月のスケジュール

日 事業所 販売品目

 7月 5日 (火) ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

コッペ パン、クッキー

 7月12日 (火) はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、手工芸品

ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

 7月13日 (水) すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

 7月14日 (木) コッペ パン、クッキー

工房すぴか カメラストラップ、ネックストラップ、ストール

 7月19日 (火) もぐもぐ 冷凍シュウマイ、シュウマイロール、かりんとう

仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

 7月20日 (水) きぼう園 パン、焼菓子、軍手

仙台自立の家 焼き菓子、バッグ、葉物野菜

 7月21日 (木) アクティブ・デイ バック、カゴ、ストラップ

ぶるー・びー つまみ細工小物、ビーズ細工、刺繍製品

 7月26日 (火) いずみ授産所 刺繍ふきん、羊毛フェルトマスコット、エコクラフトかご

わ・は・わ宮城野 米粉パン、米粉クッキー、乾燥糸こんにゃく

 7月27日 (水) こころや クッキー、アクセサリー、ポストカード

すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

 7月28日 (木) ぶるー・びー つまみ細工小物、ビーズ細工、刺繍製品

工房すぴか カメラストラップ、ネックストラップ、ストール

7月

月

新型コロナ感染拡大防止のため、ご来場の際には次のことにご協力をお願いします。

・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力ください。
。・やむを得ず日程の変更や中止となる場合もございますので、ご了承ください。

障害のある方が製作した「ふれあい製品」の展示販売会を 開催します。

パンやクッキー、木工品、手工芸品など、ひとつひとつ丁寧に作り上げた製品ばかりです。

ぜひ皆さまお立ち寄り下さいますようご案内申しあげます。

会 場：宮城野区役所 １階ロビー 販売時間：11時～14時

【お問い合わせ】 仙台市健康福祉局障害企画課 ℡022-214-8151 Fax022-223-3573



月 日 事業所 販売品目

3月  8月 2日 (火) はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、手工芸品

ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

わらしべ舎 レトルトカレー、石けん、アクセサリー

仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

 8月 4日 (木) ぶるー・びー つまみ細工小物、ビーズ細工、刺繍製品

きぼう園 パン、焼菓子、軍手

 8月 9日 (火) ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

ポッケの森 総菜、焼菓子、豆腐

 8月10日 (水) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

コッペ パン、クッキー

 8月16日 (火) つなぎっこ ポストカード、色紙、アクセサリー

ポッケの森 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 8月17日 (水) わらしべ舎 レトルトカレー、石けん、アクセサリー

すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

 8月18日 (木) アクティブ・デイ バック、カゴ、ストラップ

仙台自立の家 焼き菓子、バッグ、葉物野菜

 8月23日 (火) わ・は・わ宮城野 米粉パン、米粉クッキー、乾燥糸こんにゃく

つなぎっこ ポストカード、色紙、アクセサリー

 8月24日 (水) きぼう園 パン、焼菓子、軍手

なでしこ 刺繍ポーチ、木工アクセサリー、おにぎり

 8月25日 (木) コッペ パン、クッキー

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 8月30日 (火) ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

ポッケの森 総菜、焼菓子、豆腐

 8月31日 (水) きぼう園 パン、焼菓子、軍手

コッペ パン、クッキー

 9月 1日 (木) ぶるー・びー つまみ細工小物、ビーズ細工、刺繍製品

工房すぴか カメラストラップ、ネックストラップ、ストール

 9月 8日 (木) コッペ パン、クッキー

きぼう園 パン、焼菓子、軍手

はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、手工芸品

ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

 9月14日 (水) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

 9月15日 (木) アクティブ・デイ バック、カゴ、ストラップ

ぶるー・びー つまみ細工小物、ビーズ細工、刺繍製品

 9月20日 (火) もぐもぐ 冷凍シュウマイ、シュウマイロール、かりんとう

大きなポッケ 総菜、焼菓子、豆腐

 9月21日 (水) すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

コッペ パン、クッキー

 9月22日 (木) ぶるー・びー つまみ細工小物、ビーズ細工、刺繍製品

きぼう園 パン、焼菓子、軍手

 9月27日 (火) わ・は・わ宮城野 米粉パン、米粉クッキー、乾燥糸こんにゃく

つなぎっこ ポストカード、色紙、アクセサリー

 9月28日 (水) こころや クッキー、アクセサリー、ポストカード

すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

 9月29日 (木) ぶるー・びー つまみ細工小物、ビーズ細工、刺繍製品

工房すぴか カメラストラップ、ネックストラップ、ストール

 8月 3日 (水)

8月

 9月13日 (火)

9月



日 事業所 販売品目

 7月 5日 (火) ほっとたいむ 乾燥野菜、乾燥果物、コースター

はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、手工芸品

 7月 6日 (水) つどいの家・コペル パン、クッキー、ラスク

わ・は・わ沖野 米粉パン、手ぬぐい、乾燥糸こんにゃく

 7月 7日 (木) Links青葉 無農薬野菜、スマホポシェット、ブレスレット

こころや クッキー、アクセサリー、ポストカード

 7月12日 (火) わ・は・わ宮城野 米粉パン、米粉クッキー、乾燥糸こんにゃく

こころや クッキー、アクセサリー、ポストカード

 7月13日 (水) 創働舎 九男猿、エコケース、コースター

コッペ パン、クッキー

 7月14日 (木) スパーツ長町 刺し子、アクセサリ－、ブックカバー

Links青葉 無農薬野菜、スマホポシェット、ブレスレット

 7月19日 (火) なでしこ 刺繍ポーチ、木工アクセサリー、おにぎり

ぴぁベーカリー パン、焼き菓子

 7月20日 (水) ほうゆう せんべい、野菜

はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、手工芸品

 7月21日 (木) 工房すぴか カメラストラップ、ネックストラップ、ストール

仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

 7月26日 (火) はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、手工芸品

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 7月27日 (水) こまくさ苑 刺し子、さをりポーチ、そば茶

コッペ パン、クッキー

 7月28日 (木) だんでらいおん 野菜、トートバッグ、巾着

大きなポッケ 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

令和4年7月～令和4年9月のスケジュール

7月

月

新型コロナ感染拡大防止のため、ご来場の際には次のことにご協力をお願いします。

・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力ください。

。・やむを得ず日程の変更や中止となる場合もございますので、ご了承ください。

障害のある方が製作した「ふれあい製品」の展示販売会を 開催します。

パンやクッキー、木工品、手工芸品など、ひとつひとつ丁寧に作り上げた製品ばかりです。

ぜひ皆さまお立ち寄り下さいますようご案内申しあげます。

会 場：若林区役所 １階ロビー 販売時間：11時～14時

【お問い合わせ】 仙台市健康福祉局障害企画課 ℡022-214-8151 Fax022-223-3573



日 事業所 販売品目

 8月 2日 (火) 南材ホーム 結び織り、しおり、ビーズ製品

もぐもぐ 冷凍シュウマイ、シュウマイロール、かりんとう

 8月 3日 (水) つなぎっこ ポストカード、色紙、アクセサリー

コッペ パン、クッキー

 8月 4日 (木) 仙台自立の家 焼き菓子、バッグ、葉物野菜

はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、手工芸品

 8月 9日 (火) Links青葉 無農薬野菜、スマホポシェット、ブレスレット

いずみ授産所 刺繍ふきん、羊毛フェルトマスコット、エコクラフトかご

 8月10日 (水) ほうゆう せんべい、野菜

ビッグママ パン、焼き菓子、クラフト作品

 8月16日 (火) なでしこ 刺繍ポーチ、木工アクセサリー、おにぎり

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 8月17日 (水) すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

こころや クッキー、アクセサリー、ポストカード

 8月18日 (木) スパーツ長町 刺し子、アクセサリ－、ブックカバー

Links青葉 無農薬野菜、スマホポシェット、ブレスレット

 8月23日 (火) 大きなポッケ 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

だんでらいおん 野菜、トートバッグ、巾着

 8月24日 (水) 仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

こころや クッキー、アクセサリー、ポストカード

 8月25日 (木) ポッケの森 総菜、焼菓子、豆腐

工房すぴか カメラストラップ、ネックストラップ、ストール

 8月30日 (火) ぱれった・けやき宮城野 乾燥野菜、レモンケーキ、刺し子ふきん

コッペ パン、クッキー

 8月31日 (水) わ・は・わ沖野 米粉パン、手ぬぐい、乾燥糸こんにゃく

ビッグママ パン、焼き菓子、クラフト作品

 9月 1日 (木) はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、手工芸品

創働舎 九男猿、エコケース、コースター

 9月 6日 (火) こころや クッキー、アクセサリー、ポストカード

だんでらいおん 野菜、トートバッグ、巾着

 9月 7日 (水) すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

コッペ パン、クッキー

 9月 8日 (木) Links青葉 無農薬野菜、スマホポシェット、ブレスレット

すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

 9月13日 (火) わ・は・わ宮城野 米粉パン、米粉クッキー、乾燥糸こんにゃく

つなぎっこ ポストカード、色紙、アクセサリー

 9月21日 (水) しあわせ会 キルト椅子、介護枕、アクリルタワシ

はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、手工芸品

 9月14日 (水) わ・は・わ沖野 米粉パン、手ぬぐい、乾燥糸こんにゃく

ビッグママ パン、焼き菓子、クラフト作品

 9月15日 (木) のぞみ苑 エコクラフト製品、さをり製品、アイロンビーズ製品

スパーツ長町 刺し子、アクセサリ－、ブックカバー

 9月20日 (火) なでしこ 刺繍ポーチ、木工アクセサリー、おにぎり

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 9月22日 (木) 工房すぴか カメラストラップ、ネックストラップ、ストール

希望の星 ポチ袋、アクリルタワシ、パンの花製品

 9月27日 (火) 大きなポッケ 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

ほっとたいむ 乾燥野菜、乾燥果物、コースター

 9月28日 (水) ほうゆう せんべい、野菜

わ・は・わ沖野 米粉パン、手ぬぐい、乾燥糸こんにゃく

 9月29日 (木) ワークつるがや うどん、よし囲い、絵手紙セット

希望の星 ポチ袋、アクリルタワシ、パンの花製品

9月

月

8月



月 日 事業所 販売品目

 7月 5日 (火) だんでらいおん 野菜、トートバッグ、巾着

ポッケの森 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 7月 6日 (水) わらしべ舎 レトルトカレー、石けん、アクセサリー

コッペ パン、クッキー

 7月12日 (火) ほっとたいむ 乾燥野菜、乾燥果物、コースター

だんでらいおん 野菜、トートバッグ、巾着

 7月13日 (水) しあわせ会 キルト椅子、介護枕、アクリルタワシ

わ・は・わ沖野 米粉パン、手ぬぐい、乾燥糸こんにゃく

 7月14日 (木) アクティブ・デイ バック、カゴ、ストラップ

だんでらいおん 野菜、トートバッグ、巾着

 7月19日 (火) 大野田はぎの苑 染めてぬぐい、ポーチ、手提げバック

創働舎 九男猿、エコケース、コースター

 7月20日 (水) わらしべ舎 レトルトカレー、石けん、アクセサリー

コッペ パン、クッキー

 7月26日 (火) だんでらいおん 野菜、トートバッグ、巾着

ポッケの森 総菜、焼菓子、豆腐

 7月27日 (水) わ・は・わ沖野 米粉パン、手ぬぐい、乾燥糸こんにゃく

仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

 7月28日 (木) そよかぜ広場 エコクラフト籠、コースター、壁飾り

たんぽぽハウス ポーチ、手さげ、巾着

7月

障害のある方が製作した「ふれあい製品」の展示販売会を 開催します。

パンやクッキー、木工品、手工芸品など、ひとつひとつ丁寧に作り上げた製品ばかりです。

。ぜひ皆さまお立ち寄り下さいますようご案内申しあげます。

新型コロナ感染拡大防止のため、ご来場の際には次のことにご協力をお願いします。

・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力ください。

・やむを得ず日程の変更や中止となる場合もございますので、ご了承ください。

会 場：太白区役所 １階ロビー 販売時間：11時～14時

【お問い合わせ】 仙台市健康福祉局障害企画課 ℡022-214-8151 Fax022-223-3573

令和4年7月～令和4年8月のスケジュール
【太白区役所の9月の販売会はお休みとなります。】



月 日 事業所 販売品目

 8月 2日 (火) 希望の星 ポチ袋、アクリルタワシ、パンの花製品

だんでらいおん 野菜、トートバッグ、巾着

 8月 3日 (水) わ・は・わ沖野 米粉パン、手ぬぐい、乾燥糸こんにゃく

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 8月 4日 (木) アクティブ・デイ バック、カゴ、ストラップ

ビッグママ パン、焼き菓子、クラフト作品

 8月 9日 (火) 希望の星 ポチ袋、アクリルタワシ、パンの花製品

大きなポッケ 総菜、焼菓子、豆腐

 8月10日 (水) すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

 8月16日 (火) S×Nおおまち クラフトバンド商品、文房具、木工商品

もぐもぐ 冷凍シュウマイ、シュウマイロール、かりんとう

 8月17日 (水) 仙台自立の家 焼き菓子、バッグ、葉物野菜

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 8月18日 (木) こころや クッキー、アクセサリー、ポストカード

ポッケの森 総菜、焼菓子、豆腐

 8月23日 (火) せんしょう庵 串団子、煎餅、コーヒー豆

大野田はぎの苑 染めてぬぐい、ポーチ、手提げバック

 8月24日 (水) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

コッペ パン、クッキー

 8月30日 (火) ほっとたいむ 乾燥野菜、乾燥果物、コースター

だんでらいおん 野菜、トートバッグ、巾着

 8月31日 (水) 創働舎 九男猿、エコケース、コースター

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

8月

【太白区役所の9月の販売会はお休みとなります。他の区役所等では販売会を開催しております】

【お問い合わせ】 仙台市健康福祉局障害企画課 ℡022-214-8151 Fax022-223-3573



月 日 事業所 販売品目

 7月 5日 (火) 希望の星 ポチ袋、アクリルタワシ、パンの花製品

仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

 7月 6日 (水) ほうゆう せんべい、野菜

すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

 7月 7日 (木) パルいずみ アクセサリー、アクリルタワシ、キャンドル

 7月12日 (火) かがやきの杜 紙すき製品、羊毛フェルト製品、お掃除用品

つなぎっこ ポストカード、色紙、アクセサリー

 7月13日 (水) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

 7月14日 (木) つばめファクトリー ドリップコーヒー、和洋菓子、スポンジ

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品

 7月19日 (火) 希望の星 ポチ袋、アクリルタワシ、パンの花製品

コッペ パン、クッキー

 7月20日 (木) つなぎっこ ポストカード、色紙、アクセサリー

すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

 7月21日 (水) スミールステッド太白 マスクチャーム、アクセサリー、香りの置き物

ワークつるがや うどん、よし囲い、絵手紙セット

 7月26日 (火) かがやきの杜 紙すき製品、羊毛フェルト製品、お掃除用品

メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、クッキー、パウンドケーキ

 7月27日 (水) パルいずみ アクセサリー、アクリルタワシ、キャンドル

つなぎっこ ポストカード、色紙、アクセサリー

 7月28日 (木) つばめファクトリー ドリップコーヒー、和洋菓子、スポンジ

ほうゆう せんべい、野菜

7月

令和4年7月～令和4年9月のスケジュール

障害のある方が製作した「ふれあい製品」の展示販売会を開催します。

パンやクッキー、木工品、手工芸品など、ひとつひとつ丁寧に作り上げた製品ばかりです。

ぜひ皆さまお立ち寄り下さいますようご案内申しあげます。

会 場：泉区役所本庁舎 １階ロビー 販売時間：11時～14時



月 日 事業所 販売品目

 8月 2日 (水) 仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

コッペ パン、クッキー

 8月 3日 (火) すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

かがやきの杜 紙すき製品、羊毛フェルト製品、お掃除用品

 8月 4日 (木) ほうゆう せんべい、野菜

ワークつるがや うどん、よし囲い、絵手紙セット

 8月 9日 (火) つなぎっこ ポストカード、色紙、アクセサリー

コッペ パン、クッキー

 8月10日 (水) 仙台自立の家 焼き菓子、バッグ、葉物野菜

すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

 8月16日 (火) メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、クッキー、パウンドケーキ

希望の星 ポチ袋、アクリルタワシ、パンの花製品

 8月17日 (水) パルいずみ アクセサリー、アクリルタワシ、キャンドル

 8月18日 (木) コッペ パン、クッキー

すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

 8月25日 (木) ほうゆう せんべい、野菜

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品

 8月30日 (火) ゆう貝ケ森 コーヒー豆、革小物、キーホルダー

希望の星 ポチ袋、アクリルタワシ、パンの花製品

 8月31日 (水) すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

 9月 1日 (木) つばめファクトリー ドリップコーヒー、和洋菓子、スポンジ

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品

 9月 6日 (火) いずみ授産所 刺繍ふきん、羊毛フェルトマスコット、エコクラフトかご

つなぎっこ ポストカード、色紙、アクセサリー

 9月 7日 (水) ほうゆう せんべい、野菜

わらしべ舎 レトルトカレー、石けん、アクセサリー

 9月 8日 (木) かがやきの杜 紙すき製品、羊毛フェルト製品、お掃除用品

ワークつるがや うどん、よし囲い、絵手紙セット

 9月13日 (火) 希望の星 ポチ袋、アクリルタワシ、パンの花製品

仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

 9月14日 (水) コッペ パン、クッキー

 9月15日 (木) ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品

仙台自立の家 焼き菓子、バッグ、葉物野菜

 9月20日 (火) 希望の星 ポチ袋、アクリルタワシ、パンの花製品

仙台もぐらの家 生チョコケーキ、チーズケーキ、パウンドケーキ

 9月21日 (水) ほうゆう せんべい、野菜

わらしべ舎 レトルトカレー、石けん、アクセサリー

 9月22日 (木) ワークつるがや うどん、よし囲い、絵手紙セット

すまいる作業所 豆腐、おから、おからクッキー

 9月27日 (火) かがやきの杜 紙すき製品、羊毛フェルト製品、お掃除用品

希望の星 ポチ袋、アクリルタワシ、パンの花製品

8月

9月

新型コロナ感染拡大防止のため、ご来場の際には次のことにご協力をお願いします。

・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力ください。

。・やむを得ず日程の変更や中止となる場合もございますので、ご了承ください。

【お問い合わせ】 仙台市健康福祉局障害企画課 ℡022-214-8151 Fax022-223-3573



月 日 事業所 販売品目

 7月 1日 (金) 仙台自立の家 焼き菓子、バッグ、葉物野菜

 7月 2日 (土) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 7月 3日 (日) Petit Eclair パン

 7月 8日 (金) コッペ パン、クッキー

 7月 9日 (土) すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

 7月10日 (日) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 7月15日 (金) きぼう園 パン、焼菓子、軍手

 7月16日 (土) 大きなポッケ 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 7月17日 (日) Petit Eclair パン

 7月22日 (金) メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、クッキー、パウンドケーキ

 7月23日 (土) ビッグママ パン、焼き菓子、クラフト作品

 7月24日 (日) Petit Eclair パン

 7月29日 (金) コッペ パン、クッキー

 7月30日 (土) ビッグママ パン、焼き菓子、クラフト作品

 7月31日 (日) Petit Eclair パン

7月

障害のある方が製作した「ふれあい製品」の展示販売会を開催します。

パンやクッキー、木工品、手工芸品など、ひとつひとつ丁寧に作り上げた製品ばかりです。

ぜひ皆さまお立ち寄り下さいますようご案内申しあげます。

会 場： 宮城野区文化センター１階 ロビー 販売時間：11時～14時

令和4年7月～令和4年9月のスケジュール

新型コロナ感染拡大防止のため、ご来場の際には次のことにご協力をお願いします。

・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力ください。

。・やむを得ず日程の変更や中止となる場合もございますので、ご了承ください。



月 日 事業所 販売品目

 8月 5日 (金) きぼう園 パン、焼菓子、軍手

 8月 6日 (土) ビッグママ パン、焼き菓子、クラフト作品

 8月 7日 (日) Petit Eclair パン

 8月14日 (日) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 8月19日 (金) もぐもぐ 冷凍シュウマイ、シュウマイロール、かりんとう

 8月20日 (土) ビッグママ パン、焼き菓子、クラフト作品

 8月21日 (日) Petit Eclair パン

 8月26日 (金) メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、クッキー、パウンドケーキ

 8月27日 (土) すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

 8月28日 (日) Petit Eclair パン

 9月 2日 (金) コッペ パン、クッキー

 9月 3日 (土) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 9月 4日 (日) Petit Eclair パン

 9月 9日 (金) きぼう園 パン、焼菓子、軍手

 9月10日 (土) ビッグママ パン、焼き菓子、クラフト作品

 9月11日 (日) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 9月16日 (金) メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、クッキー、パウンドケーキ

 9月18日 (日) Petit Eclair パン

 9月25日 (日) Petit Eclair パン

 9月30日 (金) もぐもぐ 冷凍シュウマイ、シュウマイロール、かりんとう

8月

9月

【お問い合わせ】 仙台市健康福祉局障害企画課 ℡022-214-8151 Fax022-223-3573



月 日 事業所 販売品目

しあわせ会 キルト椅子、介護枕、アクリルタワシ

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

大きなポッケ 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 7月 8日 (金) 大きなポッケ 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 7月 9日 (土) せんしょう庵 串団子、煎餅、コーヒー豆

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

 7月15日 (金) ポッケの森 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 7月22日 (金) ポッケの森 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

なでしこ 刺繍ポーチ、木工アクセサリー、おにぎり

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

大きなポッケ 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

7月

 7月 1日 (金)

 7月29日 (金)

 7月 2日 (土)

 7月30日 (土)

障害のある方が製作した「ふれあい製品」の展示販売会を 開催します。

パンやクッキー、木工品、手工芸品など、ひとつひとつ丁寧に作り上げた製品ばかりです。

ぜひ皆さまお立ち寄り下さいますようご案内申しあげます。

会 場： 若林区文化センター１階 ロビー 販売時間：11時～14時

令和4年7月～令和4年9月のスケジュール

新型コロナ感染拡大防止のため、ご来場の際には次のことにご協力をお願いします。

・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力ください。

。・やむを得ず日程の変更や中止となる場合もございますので、ご了承ください。

【お問い合わせ】 仙台市健康福祉局障害企画課 ℡022-214-8151 Fax022-223-3573



月 日 事業所 販売品目

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

ポッケの森 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 8月 6日 (土) せんしょう庵 串団子、煎餅、コーヒー豆

すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

なでしこ 刺繍ポーチ、木工アクセサリー、おにぎり

はぴかむ クッキー、パウンドケーキ、手工芸品

 8月20日 (土) 大きなポッケ 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 8月26日 (金) しあわせ会 キルト椅子、介護枕、アクリルタワシ

ポッケの森 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 9月 2日 (金) マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

ポッケの森 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 9月 3日 (土) せんしょう庵 串団子、煎餅、コーヒー豆

大きなポッケ 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

もぐもぐ 冷凍シュウマイ、シュウマイロール、かりんとう

ポッケの森 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

大きなポッケ 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 9月24日 (土) せんしょう庵 串団子、煎餅、コーヒー豆

すぴなっち パン、焼肉弁当、カレー弁当

マイロ ハンバーガー、冷凍ハンバーグ、炊き込みご飯

ポッケの森 弁当、総菜、焼菓子、豆腐

 9月 9日 (金)

 9月10日 (土)

9月

 9月30日 (金)

8月

 8月 5日 (金)

 8月13日 (土)

 8月19日 (金)

【お問い合わせ】 仙台市健康福祉局障害企画課 ℡022-214-8151 Fax022-223-3573


