泉区

月
4月

日
4月9日（火）

事業所
つなぎっこ
みんなの広場（くにみ工房）

4月10日（水） みどり工房永和台
大きなポッケ
4月11日（木） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
4月16日（火） なでしこ
みんなの広場（くにみ工房）

4月17日（水） Ｐｅｔｉｔ Ｅｃｌａｉｒ
ワークスペ－スぽぽ
4月18日（木） パルいずみ
みんなの広場（くにみ工房）

4月23日（火） トモダチ
すまいる作業所
4月24日（水） みどり工房永和台
みんなの広場（くにみ工房）

4月25日（木） ぶるー・びー
障害福祉サービス事業所ほうゆう

5月

5月7日（火）

なでしこ
みんなの広場（くにみ工房）

5月8日（水）

みどり工房永和台
ワークスペ－スぽぽ

5月9日（木）

障害福祉サービス事業所ほうゆう

大きなポッケ
5月14日（火） いずみ授産所
ふぉれすとあゆみ
5月15日（水） Ｐｅｔｉｔ Ｅｃｌａｉｒ
ワークスペ－スぽぽ
5月16日（木） パルいずみ
大きなポッケ
5月21日（火） すぴなっち
なでしこ
5月22日（水） こまくさ苑
みどり工房永和台
5月23日（木） 仙台自立の家
大きなポッケ
5月28日（火） かがやきの杜
なでしこ
5月29日（水） トモダチ
みんなの広場（くにみ工房）

5月30日（木） かがやきの杜
みんなの広場（くにみ工房）

6月

6月4日（火）
6月5日（水）
6月6日（木）

トモダチ
大きなポッケ
ワークスペ－スぽぽ
仙台自立の家
みんなの広場（くにみ工房）
障害福祉サービス事業所ほうゆう

6月11日（火） なでしこ
希望の星
6月12日（水） Ｐｅｔｉｔ Ｅｃｌａｉｒ
ワークスペ－スぽぽ
6月13日（木） パルいずみ
みんなの広場（くにみ工房）

6月18日（火） みんなの広場（くにみ工房）
仙台メンタルヘルスサービス

7月

6月19日（水） みどり工房永和台
ワークスペ－スぽぽ
6月20日（木） トモダチ
ふれあい福祉作業所
6月25日（火） なでしこ
メルヴェイユ仙台
6月26日（水） Ｐｅｔｉｔ Ｅｃｌａｉｒ
ワークスペ－スぽぽ
6月27日（木） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
7月2日（火） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
7月3日（水） ワークスペ－スぽぽ
仙台自立の家
7月4日（木） トモダチ
みんなの広場（くにみ工房）

7月9日（火）

トモダチ
みんなの広場（くにみ工房）

7月10日（水） ワークスペ－スぽぽ
大きなポッケ
7月11日（木） みんなの広場（くにみ工房）
障害福祉サービス事業所ほうゆう

7月16日（火） トモダチ
大きなポッケ
7月17日（水） ふれあい福祉作業所
大きなポッケ
7月18日（木） いずみ授産所
パルいずみ
7月23日（火） ホープすずかけ
大きなポッケ
7月24日（水） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
7月25日（木） トモダチ
大きなポッケ
7月30日（火） すぴなっち
トモダチ
7月31日（水） みんなの広場（くにみ工房）
ワークスペ－スぽぽ

販売品目
さをり織り・裂き織り・色紙・ブラバン作品・ポストカード
季節の野菜・クッキー
ポーチ・アクセサリー・コースター・かご・ブックカバー等
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
和手工芸品・パン
季節の野菜・クッキー
パン・菓子・雑貨
焼き菓子・手芸品
ビーズ製品・手芸品・生薬・アクリル製品・キャンドル製品
季節の野菜・クッキー
天然石アクセサリー・つまみ細工
よせ豆腐・とうふドーナツ・おからクッキー・厚揚げ・油揚げ等
ポーチ・アクセサリー・コースター・かご・ブックカバー等
季節の野菜・クッキー
つまみ細工工芸品・あみ物・ししゅう品・アクセサリー・雑貨品
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
和手工芸品・パン
季節の野菜・クッキー
ポーチ・アクセサリー・コースター・かご・ブックカバー等
焼き菓子・手芸品
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
縫製品・フェルト製品・手作り雑貨
刺し子布巾・さをり織り製品・手芸品
パン・菓子・雑貨
焼き菓子・手芸品
ビーズ製品・手芸品・生薬・アクリル製品・キャンドル製品
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
ミニ食パン・菓子パン・ラスク・クッキー・ガラス工芸品
和手工芸品・パン
手工芸品・陶芸品・そば
ポーチ・アクセサリー・コースター・かご・ブックカバー等
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
紙すき製品・バスボム・羊毛雑貨
和手工芸品・パン
天然石アクセサリー・つまみ細工
季節の野菜・クッキー
紙すき製品・バスボム・羊毛雑貨
季節の野菜・クッキー
天然石アクセサリー・つまみ細工
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
焼き菓子・手芸品
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
季節の野菜・クッキー
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
和手工芸品・パン
紙製品・ビーズ製品・パンの花製品・はがき・きくいも（季節限定）
パン・菓子・雑貨
焼き菓子・手芸品
ビーズ製品・手芸品・生薬・アクリル製品・キャンドル製品
季節の野菜・クッキー
季節の野菜・クッキー
コーヒーセット・手芸品・ポチ袋など雑貨
ポーチ・アクセサリー・コースター・かご・ブックカバー等
焼き菓子・手芸品
天然石アクセサリー・つまみ細工
あんこギッフェリ・栗あんギッフェリ・マーラカオ・ヤーコン茶など
和手工芸品・パン
シフォンケーキ・焼き菓子
パン・菓子・雑貨
焼き菓子・手芸品
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
焼き菓子・手芸品
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
天然石アクセサリー・つまみ細工
季節の野菜・クッキー
天然石アクセサリー・つまみ細工
季節の野菜・クッキー
焼き菓子・手芸品
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
季節の野菜・クッキー
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
天然石アクセサリー・つまみ細工
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
あんこギッフェリ・栗あんギッフェリ・マーラカオ・ヤーコン茶など
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
縫製品・フェルト製品・手作り雑貨
ビーズ製品・手芸品・生薬・アクリル製品・キャンドル製品
米粉のがんづき・和風菓子・自家焙煎コーヒー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
天然石アクセサリー・つまみ細工
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
ミニ食パン・菓子パン・ラスク・クッキー・ガラス工芸品
天然石アクセサリー・つまみ細工
季節の野菜・クッキー
焼き菓子・手芸品

1/3

泉区

月
8月

日
8月1日（木）

事業所
トモダチ
みんなの広場（くにみ工房）

8月6日（火）

トモダチ
希望の星

8月7日（水）

みんなの広場（くにみ工房）

8月8日（木）

みんなの広場（くにみ工房）

ワークスペ－スぽぽ
仙台自立の家
8月14日（水） Ｐｅｔｉｔ Ｅｃｌａｉｒ
8月20日（火） トモダチ
希望の星
8月21日（水） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
8月22日（木） マルベリー工房
障害福祉サービス事業所ほうゆう

8月27日（火） かがやきの杜
みんなの広場（くにみ工房）

9月

8月28日（水） なでしこ
大きなポッケ
8月29日（木） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
9月3日（火） すぴなっち
トモダチ
9月4日（水） みどり工房永和台
ワークスペ－スぽぽ
9月5日（木） トモダチ
みんなの広場（くにみ工房）

9月10日（火） トモダチ
大きなポッケ
9月11日（水） ふれあい福祉作業所
みんなの広場（くにみ工房）

9月12日（木） メルヴェイユ仙台
大きなポッケ
9月17日（火） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
9月18日（水） みどり工房永和台
みんなの広場（くにみ工房）

9月19日（木） パルいずみ
みんなの広場（くにみ工房）

9月24日（火） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
9月25日（水） ワークスペ－スぽぽ
大きなポッケ
9月26日（木） トモダチ
国見はげみホーム
10月 10月1日（火） すぴなっち
みんなの広場（くにみ工房）

10月2日（水） みんなの広場（くにみ工房）
ワークスペ－スぽぽ
10月3日（木） トモダチ
大きなポッケ
10月8日（火） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
10月9日（水） なでしこ
メルヴェイユ仙台
10月10日（木） トモダチ
障害福祉サービス事業所ほうゆう

10月15日（火） トモダチ
大きなポッケ
10月16日（水） Ｐｅｔｉｔ Ｅｃｌａｉｒ
ワークスペ－スぽぽ
10月17日（木） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
10月23日（水） ワークスペ－スぽぽ
仙台自立の家
10月24日（木） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
10月29日（火） すぴなっち
みんなの広場（くにみ工房）

10月30日（水） ふれあい福祉作業所
ワークスペ－スぽぽ
10月31日（木） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
11月 11月5日（火） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
11月6日（水） つなぎっこ
トモダチ
11月7日（木） 障害福祉サービス事業所ほうゆう
仙台メンタルヘルスサービス

11月12日（火） トモダチ
マルベリー工房
11月13日（水） Ｐｅｔｉｔ Ｅｃｌａｉｒ
トモダチ
11月14日（木） なでしこ
パルいずみ
11月19日（火） トモダチ
希望の星
11月20日（水） ふれあい福祉作業所
大きなポッケ
11月21日（木） ぶるー・びー
大きなポッケ
11月26日（火） トモダチ
なでしこ
11月27日（水） ぶるー・びー

販売品目
天然石アクセサリー・つまみ細工
季節の野菜・クッキー
天然石アクセサリー・つまみ細工
紙製品・ビーズ製品・パンの花製品・はがき・きくいも（季節限定）
季節の野菜・クッキー
焼き菓子・手芸品
季節の野菜・クッキー
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
パン・菓子・雑貨
天然石アクセサリー・つまみ細工
紙製品・ビーズ製品・パンの花製品・はがき・きくいも（季節限定）
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
シフォンケーキ・パウンドケーキ・クッキー
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
紙すき製品・バスボム・羊毛雑貨
季節の野菜・クッキー
和手工芸品・パン
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
ミニ食パン・菓子パン・ラスク・クッキー・ガラス工芸品
天然石アクセサリー・つまみ細工
ポーチ・アクセサリー・コースター・かご・ブックカバー等
焼き菓子・手芸品
天然石アクセサリー・つまみ細工
季節の野菜・クッキー
天然石アクセサリー・つまみ細工
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
あんこギッフェリ・栗あんギッフェリ・マーラカオ・ヤーコン茶など
季節の野菜・クッキー
シフォンケーキ・焼き菓子
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
ポーチ・アクセサリー・コースター・かご・ブックカバー等
季節の野菜・クッキー
ビーズ製品・手芸品・生薬・アクリル製品・キャンドル製品
季節の野菜・クッキー
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
焼き菓子・手芸品
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
天然石アクセサリー・つまみ細工
雑布・クラフトカゴ・小物雑貨・刺子作品
ミニ食パン・菓子パン・ラスク・クッキー・ガラス工芸品
季節の野菜・クッキー
季節の野菜・クッキー
焼き菓子・手芸品
天然石アクセサリー・つまみ細工
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
和手工芸品・パン
シフォンケーキ・焼き菓子
天然石アクセサリー・つまみ細工
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
天然石アクセサリー・つまみ細工
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
パン・菓子・雑貨
焼き菓子・手芸品
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
焼き菓子・手芸品
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
ミニ食パン・菓子パン・ラスク・クッキー・ガラス工芸品
季節の野菜・クッキー
あんこギッフェリ・栗あんギッフェリ・マーラカオ・ヤーコン茶など
焼き菓子・手芸品
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
さをり織り・裂き織り・色紙・ブラバン作品・ポストカード
天然石アクセサリー・つまみ細工
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
コーヒーセット・手芸品・ポチ袋など雑貨
天然石アクセサリー・つまみ細工
シフォンケーキ・パウンドケーキ・クッキー
パン・菓子・雑貨
天然石アクセサリー・つまみ細工
和手工芸品・パン
ビーズ製品・手芸品・生薬・アクリル製品・キャンドル製品
天然石アクセサリー・つまみ細工
紙製品・ビーズ製品・パンの花製品・はがき・きくいも（季節限定）
あんこギッフェリ・栗あんギッフェリ・マーラカオ・ヤーコン茶など
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
つまみ細工工芸品・あみ物・ししゅう品・アクセサリー・雑貨品
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
天然石アクセサリー・つまみ細工
和手工芸品・パン
つまみ細工工芸品・あみ物・ししゅう品・アクセサリー・雑貨品
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泉区

月

事業所

日

3/3

販売品目

みんなの広場（くにみ工房） 季節の野菜・クッキー

11月28日（木） なでしこ
大きなポッケ
12月 12月3日（火） すぴなっち
なでしこ
12月4日（水） つなぎっこ
みどり工房永和台
12月5日（木） ふれあい福祉作業所
仙台自立の家
12月10日（火） ホープすずかけ
希望の星
12月11日（水） Ｐｅｔｉｔ Ｅｃｌａｉｒ
大きなポッケ
12月12日（木） トモダチ
パルいずみ
12月17日（火） トモダチ
なでしこ
12月18日（水） ふれあい福祉作業所
ワークスペ－スぽぽ
12月19日（木） いずみ授産所
トモダチ
12月24日（火） トモダチ
大きなポッケ
12月25日（水） トモダチ
ワークスペ－スぽぽ
12月26日（木） トモダチ
大きなポッケ
1月 1月7日（火） なでしこ
大きなポッケ
1月8日（水） トモダチ
ワークスペ－スぽぽ
1月9日（木） メルヴェイユ仙台
障害福祉サービス事業所ほうゆう

1月14日（火） トモダチ
大きなポッケ
1月15日（水） ふれあい福祉作業所
ホープすずかけ
1月16日（木） みんなの広場（くにみ工房）
大きなポッケ
1月21日（火） トモダチ
大きなポッケ
1月22日（水） こまくさ苑
ワークスペ－スぽぽ
1月23日（木） パルいずみ
仙台自立の家
1月28日（火） トモダチ
みんなの広場（くにみ工房）

2月

1月29日（水） トモダチ
大きなポッケ
1月30日（木） ふれあい福祉作業所
大きなポッケ
2月4日（火） トモダチ
みんなの広場（くにみ工房）

2月5日（水）
2月6日（木）

メルヴェイユ仙台
仙台自立の家
いずみ授産所
みんなの広場（くにみ工房）

3月

2月12日（水） みんなの広場（くにみ工房）
ワークスペ－スぽぽ
2月13日（木） トモダチ
なでしこ
2月18日（火） すぴなっち
ホープすずかけ
2月19日（水） みどり工房永和台
大きなポッケ
2月20日（木） トモダチ
パルいずみ
2月25日（火） マルベリー工房
大きなポッケ
2月26日（水） みんなの広場（くにみ工房）
仙台自立の家
2月27日（木） つなぎっこ
大きなポッケ
3月3日（火） すぴなっち
みんなの広場（くにみ工房）

3月4日（水）

トモダチ
みんなの広場（くにみ工房）

3月5日（木）

トモダチ
みんなの広場（くにみ工房）

3月10日（火） 希望の星
大きなポッケ
3月11日（水） Ｐｅｔｉｔ Ｅｃｌａｉｒ
トモダチ
3月12日（木） パルいずみ
みんなの広場（くにみ工房）

3月17日（火） すぴなっち
ぶるー・びー
3月18日（水） こまくさ苑
なでしこ
3月19日（木） ぶるー・びー
障害福祉サービス事業所ほうゆう

和手工芸品・パン
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
ミニ食パン・菓子パン・ラスク・クッキー・ガラス工芸品
和手工芸品・パン
さをり織り・裂き織り・色紙・ブラバン作品・ポストカード
ポーチ・アクセサリー・コースター・かご・ブックカバー等
あんこギッフェリ・栗あんギッフェリ・マーラカオ・ヤーコン茶など
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
米粉のがんづき・和風菓子・自家焙煎コーヒー
紙製品・ビーズ製品・パンの花製品・はがき・きくいも（季節限定）
パン・菓子・雑貨
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
天然石アクセサリー・つまみ細工
ビーズ製品・手芸品・生薬・アクリル製品・キャンドル製品
天然石アクセサリー・つまみ細工
和手工芸品・パン
あんこギッフェリ・栗あんギッフェリ・マーラカオ・ヤーコン茶など
焼き菓子・手芸品
縫製品・フェルト製品・手作り雑貨
天然石アクセサリー・つまみ細工
天然石アクセサリー・つまみ細工
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
天然石アクセサリー・つまみ細工
焼き菓子・手芸品
天然石アクセサリー・つまみ細工
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
和手工芸品・パン
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
天然石アクセサリー・つまみ細工
焼き菓子・手芸品
シフォンケーキ・焼き菓子
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
天然石アクセサリー・つまみ細工
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
あんこギッフェリ・栗あんギッフェリ・マーラカオ・ヤーコン茶など
米粉のがんづき・和風菓子・自家焙煎コーヒー
季節の野菜・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
天然石アクセサリー・つまみ細工
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
手工芸品・陶芸品・そば
焼き菓子・手芸品
ビーズ製品・手芸品・生薬・アクリル製品・キャンドル製品
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
天然石アクセサリー・つまみ細工
季節の野菜・クッキー
天然石アクセサリー・つまみ細工
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
あんこギッフェリ・栗あんギッフェリ・マーラカオ・ヤーコン茶など
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
天然石アクセサリー・つまみ細工
季節の野菜・クッキー
シフォンケーキ・焼き菓子
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
縫製品・フェルト製品・手作り雑貨
季節の野菜・クッキー
季節の野菜・クッキー
焼き菓子・手芸品
天然石アクセサリー・つまみ細工
和手工芸品・パン
ミニ食パン・菓子パン・ラスク・クッキー・ガラス工芸品
米粉のがんづき・和風菓子・自家焙煎コーヒー
ポーチ・アクセサリー・コースター・かご・ブックカバー等
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
天然石アクセサリー・つまみ細工
ビーズ製品・手芸品・生薬・アクリル製品・キャンドル製品
シフォンケーキ・パウンドケーキ・クッキー
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
季節の野菜・クッキー
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
さをり織り・裂き織り・色紙・ブラバン作品・ポストカード
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
ミニ食パン・菓子パン・ラスク・クッキー・ガラス工芸品
季節の野菜・クッキー
天然石アクセサリー・つまみ細工
季節の野菜・クッキー
天然石アクセサリー・つまみ細工
季節の野菜・クッキー
紙製品・ビーズ製品・パンの花製品・はがき・きくいも（季節限定）
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
パン・菓子・雑貨
天然石アクセサリー・つまみ細工
ビーズ製品・手芸品・生薬・アクリル製品・キャンドル製品
季節の野菜・クッキー
ミニ食パン・菓子パン・ラスク・クッキー・ガラス工芸品
つまみ細工工芸品・あみ物・ししゅう品・アクセサリー・雑貨品
手工芸品・陶芸品・そば
和手工芸品・パン
つまみ細工工芸品・あみ物・ししゅう品・アクセサリー・雑貨品
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ

