
ご注文は、「元気の輪」まで 電話・FAX：086-221-2462 定休日：土曜・日曜
商品はホームページでも確認できます！ http://genki-wa.jp/ 「元気の輪」で検索！

１２月１９日（月曜日）・２０日（火曜日）
午前１０時から午後５時※20日(火曜日)は午後3時終了

岡山市役所本庁舎１階 市⺠ホール
岡山市北区⼤供1丁目1番1号

福祉の店「元気の輪」
障害者・高齢者手作り作品フェア

in 岡山市役所

つの施 から商品をご 入して、異なる数字
のスタンプが つたまったら、
各日先着200名様に、素敵な焼 子プレゼント♪

毎年ご好評を頂いております、「障害者・高齢者手作り作品フェア」を
今年も開催いたします。
障害者・高齢者の方が製作した手作り作品の販売を通じて、製作者の生

きがい作りや社会参加、市⺠のみなさまとのふれあい・交流を図るととも
に、障害者の就労支援・雇用促進や障害者福祉の理解促進に努めることを
目的に開催しています。
１年を通しての最大イベントとなります。年末ならではの

商品も取り揃え、皆様のご来場をお待ちしています。

参加予定施設・商品（一部掲載）
※施設名に記載の番号は市⺠ホールフロア図のマップ番号と対応しています
※予定ですので、当日参加・⼊荷しない場合もございますのでご了承ください

「工房かたつむり⑩」からの商品紹介です

指編みマット・結び織りマット・陶器の干支・貼り
絵・フェルト製かたつむり型マグネット・陶製マグ
ネット等を販売しています。

今年は、スタンプラリ 催します♪

来年の干支のにわとりの
陶器や貼り絵等、所員が
一生懸命に作りました。
ぜひ⾒に来てください。

干支の置物は福を招きます。贈りものや、ご⾃宅⽤にどうぞ♪

「ワークショップちどり㉖」からの商品紹介です

⽜乳パックを利⽤した紙製品を製作
しています。
おすすめは「ちどりセット」で、
「無地はがき」 ２枚
「押し花はがき」１枚
「しおり」 １枚
が⼊った、⽜乳パックを再生して作っ
た、はがきのセット商品です。
可愛い押し花はがきでお手紙を送ってみませんか！

台紙は、最初にお 物された施 で つスタンプを押して 布します。

「みつば会⑮」からの商品紹介です

手編みの暖かい帽子を心を込めて作っています。
色とりどりの帽子を各
種ご⽤意してますので、
「⾃分⽤」に、
「プレゼント⽤」に
ぜひどうぞ♪
寒い冬には、耳まですっぽり
かぶって、暖かくおでかけし
ましょう！

「ふぁみりお⑰」からの商品紹介です

児島のデニムを使った手作りのヘアアクセサリーや小
物等のクラフト(手芸作品)と、帆布の糸を手編みで仕
上げたノッティングを製作しています。
世界で１つだけのオリジナル雑貨いかがですか？
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素敵な焼 子は
「にこにこパン」が
プレゼント専用に特別に
作したクリスマス用オリジ
ナルクッキ です

ツリーや星をかたどったクッ
キーに、とてもかわいらしい
ラッピングになっています♪施 毎に異なる数字のスタンプをおしてくれます



「ハローファクトリー㉒」からの商品紹介です

クッキー・ラスク等の焼菓子やパンを製作しています。
ハローラスクシリーズは、デザイナーさんとのコラボ
商品で、味はもちろん美味しく、パリパリの食感もお
楽しみいただけます。

ﾊﾛｰﾗｽｸｼﾘｰｽﾞ ひときわ明るく
元気のでる

パッケージに
ご注目下さい♪

ｷｬﾗﾒﾙｱｰﾓﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾘｯｸ

ｷｬﾗﾒﾙｱｰﾓﾝﾄﾞ･ﾌﾟﾚｰﾝ･ｶﾞｰﾘｯｸの3種で、ｶﾞｰ
ﾘｯｸはお酒のおつまみにもぴったりです♪

ﾌﾟﾚｰﾝ

「かがやき作業所⑲」からの商品紹介です

ふんわり食感で、味だけでなく、⾒た目も楽しめる、
手作りクッキーとこしのある生うどんを販売します。
今回は全てクリスマス仕様でご⽤意して、皆様のご来
場をお待ちしています♪
手作りクッキー

生うどん

利⽤者と一緒に研究を重ねて
作ったうどんはコシがあって
美味しいと評判です♪

子どもに喜ばれる親
しみのあるクッキー
です♪

「だいこんの花㉔」からの商品紹介です

手芸教室にて活動されているみなさんの作品を販売し
ます。最⾼年齢93歳の方も参加され､趣味にお話しに､
ひと時を楽しみながら活動しています。

写真の作品は，来年の干支，
「酉(とり)」の置物です。
十二支の動物「猿」と「犬」
の喧嘩を仲裁するために、
10番目の干支になったとか。
ぜひ、ご家庭にも、おひと
つ・・・・・。

「わくわく祇園’s㉓」からの商品紹介です

ひとつひとつ手作りで製作しました､木工･布製品を販
売します。
岡山県産の杉板を使⽤した､かわいい動物の鍋しきや､
刺し子などの布製品もありますので、ぜひお手にとっ
てご覧になってください♪

杉板を焼くこと
により美しい木
目がより一層際
⽴ちます。花台
としてもどうぞ。

刺し子

動物鍋しき

「あすなろ福祉会⑯」からの商品紹介です

あすなろ福祉会が運営するお店で販売する、手作りの
焼き菓子と雑貨をお持ちします！
シャビー石鹸は､植物油脂パーム油100%を原料油脂と
して､色素や⾹料などの添加物は一切加えられていない､
純白の固形石けんです。暮らしのいろんな場面で活躍
するﾏﾙﾁｿｰﾌﾟです。(薬⽤･化粧⽤石鹸ではありません)

雑貨屋さんにも納品し
てる人気商品です♪
赤ちゃんや,ｱﾄﾋﾟｰ肌,
乾燥肌にも安心して
ご利⽤いただけます。

シャビー石鹸

クッキー

マフィン

「ゆうあいファミリー あい①」からの商品紹介です

毎年ご好評いただいている手編みの⽑糸いろく。
皆さまに喜んでいただけるよう、今年も頑張って編み
ました。

手編みの
ベスト,マフラー,
帽子など,
クリスマスプレゼ
ント⽤に如何です
か？

「ＦＯＴ（ふぉっと）④」からの商品紹介です

コーヒーの抽出後の粉を天日干しして製作し､オランダ
おイネにちなんだ消臭袋「和蘭(おらんだ)」が新発売!
併せて､豊かなコクが堪能できる⾼級ブランド豆のコー
ヒー「マンデリン」も販売しています。コーヒーのい
い⾹りで癒しのひとときを楽しんでみませんか？

「エスポアールセルプ⑦」からの商品紹介です

クラフトパンチを使った飛び出すカード､ポチ袋､来年
の干支、酉の飾りを販売します。

消臭袋 和蘭

マンデリン

絵⾺風･色紙･写真⽴て
の３種類ご⽤意しています。

ちょっとした
プレゼントに
手作りカード
を一緒に添え
てみてはいか
がでしょう
か？

市販のポチ袋じゃ物足りない…と思われた
方はぜひエスポアールの手作り封筒はいか
がですか！

「あおば⑱」からの商品紹介です

来年の干支（酉）の置物などの手工芸品を販売します。
酉の⼤きさが⼤小あります。
また手作りしているため、
題材の柄、生地が異なります。
正月の飾りにおひとついかが
でしょうか。
※商品はケース⼊りのものと

なります

「NPO法人 あおぞら会⑬」 からの商品紹介です

ラスク・クッキー、備前焼を販売します。

「障害者ﾃﾞｲｾﾝﾀｰさくら㉗」 からの商品紹介です

焼きﾄﾞｰﾅﾂ･ｸｯｷ-･ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷや、手芸品を販売します。



「桑野ワークプラザ㉕」からの商品紹介です

クッキーと手芸品を販売します。

「ネイチャーファーム㉝」からの商品紹介です

焼菓子､パン､花苗を販売します。かりんとうドーナツ
シリーズは、創業当初よりロングセラー商品となって
おります。

岡山県産小⻨を使⽤し､
外はサクッと､中はしっ
とりと仕上げています。

かりんとうドーナツシリーズ

「閑谷ワークセンターせと⑪」からの商品紹介です

備前焼を販売します。
干支･新作･⽂角皿･⻑方皿等を中心に各種の器を取り揃
えています。

「多機能型事業所ひまわり㉙」からの商品紹介です

手作りのパウンドケーキを販売します。ひまわりのパ
ウンドケーキは⼝どけが良く、しっとりした食感が好
評です♪いろいろな種類をご⽤意してますので、ぜひ
お⽴ち寄りください。

チョコマーブル
チョコ

りんご

「にこにこパン⑤」からの商品紹介です

日々焼きたてパン約40種類､サンドやバーガーなど10
種類をひとつひとつ丁寧に手作りしています。
焼菓子もバラエティー豊富にそろえています。
手作り雑貨は、多肉植物の寄せ植えや肉球アクリルタ
ワシが人気です。
誰にでも楽しんでいた
だける、いろんな種類
のパン・焼菓子をお持
ちします♪
笑顔で販売してますの
で､ぜひご利⽤くださ
い♪

バターたっぷりふんわり食感で、
あと引くおいしさ桑野のクッキーで
す！

来年の干支（酉）のキーホルダー
縁起物にいかがですか？

「てづくりの店 てまり⑥」からの商品紹介です

木工品・布小物・フェルトなどの手作り製品を販売し
ます。どれも､子どもから⼤人まで喜んでいただける、
クリスマスプレゼントにぴったりなものを取りそろえ
ています♪

「ふりこの会 共同作業所③」からの商品紹介です

ふりこの会オリジナル手芸品を販売します。

「ありがとうファーム⑳」からの商品紹介です

手芸品,木工芸品,プラバンアクセサリー,水耕栽培･屋上
庭園で育てた野菜の販売をします。

「昭和町仲よし⑨」からの商品紹介です

さおり織り､七宝焼商品を販売をします。
「ふなぐら荘⑭」からの商品紹介です
手工芸品（七宝焼製品）を販売します。七宝焼ブロー
チは､オリジナルデザインの可愛いブローチです♪

「スローカフェタンポポ⑫」 からの商品紹介です

スローカフェタンポポはカフェと雑貨のお店です。
利⽤者さんが作られたストラップやコースター、ポス
トカード、くつ下の廃材で作った座布団など手の込ん
だものをいっぱいご⽤意してあります。
ぜひ⽴ち寄ってみてください♪

「ステップハウスわ！⑧」からの商品紹介です

手工芸品を販売します。すべての商品が､通所者手作り
のものです。
心を込めて丁寧に作っている､世界に１つだけのオン
リーワン商品です。

「ももたろうファームせと㉛」からの商品紹介です

木ベラ１本で作った美味しいクッキーや心をこめて
作ったいろいろな野菜も販売しますので､是非お買い上
げ下さい。よろしくお願いします。

「ももぞの福祉園㉚」からの商品紹介です

パン菓子､豆菓子(無添加がうりです)､花苗(ポット苗､
寄せ植)､お正月⽤品(ミニ門松､門松､鶴⻲)､木工作品
(お正月飾り鉢)を販売します。
新商品のミニ門松は、今年一番の⾃信作ですので、ぜ
ひ手にとっておたしかめください。

「うらら②」からの商品紹介です

手作業で製作したビーズアクセサリーやストラップや
編み物を販売します。
迎春盆(かわいい編み物の置物です)を飾って､幸せな新
年を迎えてみませんか。

「アンジョリロゼール㉑」
「ひだすき作業所㉘」からの商品紹介です

登り窯で焼成した備前焼の販売をしています。様々な
焼き･形がありますので､是非ご覧ください。



ご注文は、「元気の輪」まで 電話・FAX：086-221-2462 定休日：土曜・日曜
商品はホームページでも確認できます！ http://genki-wa.jp/ 「元気の輪」で検索！

※12月20日(火曜日)のみ出店：FOT SPACE､昭和町仲よし､多機能型事業所ひまわり

■主催 岡山市障害福祉課
社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会福祉の店「元気の輪」
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∼ 元気の輪 定期販売してますので、ご利用ください∼
岡山ふれあいセンター 毎週木曜日、金曜日 11:00∼15:00
⻄大寺ふれあいセンター 毎月第3水曜日 10:00∼14:00
岡山市役所本庁舎1階 毎月第1水曜日 11:00∼14:00
岡山市保健福祉会館1階 毎月第3木曜日 11:30∼13:30
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