
泉区 1/3

月 日 施設 販売品目
4月 12日（水） クローバーズ・ピアワッセ 草履、エコタワシ、エコ石けん、防災ライト他

みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター
13日（木） パルいずみ ビーズ製品、アクリル製品、キャンドル製品

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　
19日（水） ほうゆう 手焼きせんべい、手作り雑貨、季節の野菜、パン

くにみ工房 葉物、根菜類
20日（木） 仙台メンタルヘルスサービスアクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど

ふれあい福祉作業所 ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン
26日（水） みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
27日（木） つなぎっこ さをり織り、裂き織り、ポストカード、プラバン作品、ビーズアクセサリー

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　
5月 10日（水） こころや クッキー、手芸品、アクセサリー

すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
11日（木） 仙台メンタルヘルスサービスアクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど

メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、焼き菓子（クッキー、フルーツケーキ等）
17日（水） 第二啓生園 ウォッシュクリーン

仙台自立の家 クッキー、カステラ、パウンドケーキ、水耕栽培野菜
18日（木） すぴなっち 手作りパン、クッキー、ラスク、ガラス工芸品など

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
24日（水） くにみ工房 葉物、根菜類

すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
25日（木） 国見はげみホーム ストラッフ゜、ブレスレット、コースター、バスボム、タオルなど

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　
31日（水） くにみ工房 葉物、根菜類

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
6月 1日（木） ふれあい福祉作業所 ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
7日（水） みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター

工房きまち 季節の野菜
8日（木） 仙台自立の家 クッキー、カステラ、パウンドケーキ、水耕栽培野菜

仙台メンタルヘルスサービスアクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど
14日（水） ほうゆう 手焼きせんべい、手作り雑貨、季節の野菜、パン

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
15日（木） すてぃじ仙台 クッキー、ケーキ、ドレッシング

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　
21日（水） こころや クッキー、手芸品、アクセサリー

みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター
22日（木） すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー

すぴなっち 手作りパン、クッキー、ラスク、ガラス工芸品など
28日（水） みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター

くにみ工房 葉物、根菜類
29日（木） かがやきの杜 紙すき製品、羊毛フェルト製品、バスボム（入浴剤）、ビーズ

いずみ授産所 縫製品（刺しゅうふきん、タオルふく等）、フェルト製品（ストラップ、インテリア小物他）、手作り雑貨

7月 5日（水） クローバーズ・ピアワッセ 草履、エコタワシ、エコ石けん、防災ライト他
みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター

6日（木） メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、焼き菓子（クッキー、フルーツケーキ等）
くにみ工房 葉物、根菜類

12日（水） くにみ工房 葉物、根菜類
大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当

13日（木） パルいずみ ビーズ製品、アクリル製品、キャンドル製品
すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー

19日（水） 大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
くにみ工房 葉物、根菜類

20日（木） 仙台自立の家 クッキー、カステラ、パウンドケーキ、水耕栽培野菜
仙台メンタルヘルスサービスアクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど

26日（水） 大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
くにみ工房 葉物、根菜類

27日（木） ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　
くにみ工房 葉物、根菜類

8月 2日（水） くにみ工房 葉物、根菜類
大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当

3日（木） 大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
かがやきの杜 紙すき製品、羊毛フェルト製品、バスボム（入浴剤）、ビーズ

9日（水） 工房きまち 季節の野菜
すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー

10日（木） ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　
はまゆう シフォンケーキ、シフォンラスク、さをり製品、木工製品

16日（水） ほうゆう 手焼きせんべい、手作り雑貨、季節の野菜、パン
くにみ工房 葉物、根菜類

17日（木） 仙台自立の家 クッキー、カステラ、パウンドケーキ、水耕栽培野菜
くにみ工房 葉物、根菜類

23日（水） くにみ工房 葉物、根菜類
大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当



泉区 2/3

月 日 施設 販売品目
24日（木） ふれあい福祉作業所 ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン

パルいずみ ビーズ製品、アクリル製品、キャンドル製品
30日（水） すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー

くにみ工房 葉物、根菜類
31日（木） ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　

くにみ工房 葉物、根菜類
9月 6日（水） クローバーズ・ピアワッセ 草履、エコタワシ、エコ石けん、防災ライト他

くにみ工房 葉物、根菜類
7日（木） つなぎっこ さをり織り、裂き織り、ポストカード、プラバン作品、ビーズアクセサリー

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
13日（水） すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー

くにみ工房 葉物、根菜類
14日（木） パルいずみ ビーズ製品、アクリル製品、キャンドル製品

くにみ工房 葉物、根菜類
20日（水） みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター

ほうゆう 手焼きせんべい、手作り雑貨、季節の野菜、パン
21日（木） すてぃじ仙台 クッキー、ケーキ、ドレッシング

仙台メンタルヘルスサービスアクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど
27日（水） 仙台自立の家 クッキー、カステラ、パウンドケーキ、水耕栽培野菜

すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
28日（木） 国見はげみホーム ストラッフ゜、ブレスレット、コースター、バスボム、タオルなど

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　
10月 4日（水） 工房きまち 季節の野菜

くにみ工房 葉物、根菜類
5日（木） ふれあい福祉作業所 ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
11日（水） みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
12日（木） パルいずみ ビーズ製品、アクリル製品、キャンドル製品

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　
18日（水） くにみ工房 葉物、根菜類

みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター
19日（木） ふれあい福祉作業所 ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン

すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
25日（水） いずみ授産所 縫製品（刺しゅうふきん、タオルふく等）、フェルト製品（ストラップ、インテリア小物他）、手作り雑貨

くにみ工房 葉物、根菜類
26日（木） つなぎっこ さをり織り、裂き織り、ポストカード、プラバン作品、ビーズアクセサリー

メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、焼き菓子（クッキー、フルーツケーキ等）
11月 8日（水） クローバーズ・ピアワッセ 草履、エコタワシ、エコ石けん、防災ライト他

ふれあい福祉作業所 ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン
9日（木） つなぎっこ さをり織り、裂き織り、ポストカード、プラバン作品、ビーズアクセサリー

仙台自立の家 クッキー、カステラ、パウンドケーキ、水耕栽培野菜
15日（水） ほうゆう 手焼きせんべい、手作り雑貨、季節の野菜、パン

すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
16日（木） 仙台メンタルヘルスサービスアクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど

ふれあい福祉作業所 ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン
22日（木） くにみ工房 葉物、根菜類

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
29日（水） くにみ工房 葉物、根菜類

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
30日（木） ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　

くにみ工房 葉物、根菜類
12月 6日（水） いずみ授産所 縫製品（刺しゅうふきん、タオルふく等）、フェルト製品（ストラップ、インテリア小物他）、手作り雑貨

みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター
7日（木） つなぎっこ さをり織り、裂き織り、ポストカード、プラバン作品、ビーズアクセサリー

クローバーズ・ピアワッセ 草履、エコタワシ、エコ石けん、防災ライト他
13日（水） みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター

くにみ工房 葉物、根菜類
14日（木） パルいずみ ビーズ製品、アクリル製品、キャンドル製品

すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
20日（水） くにみ工房 葉物、根菜類

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
21日（木） すてぃじ仙台 クッキー、ケーキ、ドレッシング

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　
27日（水） みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター

1月 10日（水） みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター
大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当

11日（木） パルいずみ ビーズ製品、アクリル製品、キャンドル製品
ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　

17日（水） メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、焼き菓子（クッキー、フルーツケーキ等）
ほうゆう 手焼きせんべい、手作り雑貨、季節の野菜、パン

18日（木） 大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　

24日（水） みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター
大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
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月 日 施設 販売品目
25日（木） ふれあい福祉作業所 ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン

すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
31日（水） 大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当

2月 1日（木） いずみ授産所 縫製品（刺しゅうふきん、タオルふく等）、フェルト製品（ストラップ、インテリア小物他）、手作り雑貨

仙台自立の家 クッキー、カステラ、パウンドケーキ、水耕栽培野菜
7日（水） クローバーズ・ピアワッセ 草履、エコタワシ、エコ石けん、防災ライト他

大きなポッケ シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
8日（木） ふれあい福祉作業所 ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン

パルいずみ ビーズ製品、アクリル製品、キャンドル製品
14日（水） みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター

すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
15日（木） すてぃじ仙台 クッキー、ケーキ、ドレッシング

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　
21日（水） みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター

ほうゆう 手焼きせんべい、手作り雑貨、季節の野菜、パン
22日（木） つなぎっこ さをり織り、裂き織り、ポストカード、プラバン作品、ビーズアクセサリー

ふれあい福祉作業所 ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン
28日（水） すまいる作業所 よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー

くにみ工房 葉物、根菜類
3月 1日（木） 仙台メンタルヘルスサービスアクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど

ワークスペースぽぽ 焼き菓子、手芸品　
7日（水） くにみ工房 葉物、根菜類

みどり工房永和台 ポーチ、ブックカバー、とんぼ玉ストラップ、コースター
8日（木） 加茂はげみホーム ベーカリー、クラフト椅子、ビーズストラップ、アロマキャンドル

メルヴェイユ仙台 シフォンケーキ、焼き菓子（クッキー、フルーツケーキ等）
14日（水） いずみ授産所 縫製品（刺しゅうふきん、タオルふく等）、フェルト製品（ストラップ、インテリア小物他）、手作り雑貨

つなぎっこ さをり織り、裂き織り、ポストカード、プラバン作品、ビーズアクセサリー


