若林区

月
4月

5月

6月

日
4月3日（水）

事業所
もぐもぐ
第二啓生園

4月4日（木）

障害福祉サービス事業所ほうゆう

ぱれった・けやき宮城野
4月10日（水） ＭＥＧＵＭＩ
わ・は・わ
4月11日（木） ふれあい福祉作業所
仙台メンタルヘルスサービス
4月17日（水） いずみ授産所
はぴかむ
4月18日（木） 仙台自立の家
ぱれった・けやき宮城野
4月24日（水） しあわせ会福祉作業所
メルヴェイユ仙台
4月25日（木） 希望の星
仙台メンタルヘルスサービス
5月8日（水） しあわせ会福祉作業所
ぱれった・けやき宮城野
5月9日（木） ＭＥＧＵＭＩ
もぐもぐ
5月15日（水） はぴかむ
ぱれった・けやき宮城野
5月16日（木） こころや
仙台もぐらの家
5月22日（水） ビッグママ
つどいの家・コペル
5月23日（木） ＭＥＧＵＭＩ
仙台もぐらの家
5月29日（水） こころや
ぱれった・けやき宮城野
5月30日（木） だんでらいおん
もぐもぐ
6月5日（水） こころや
ビッグママ
6月6日（木） コッペ
仙台もぐらの家
6月12日（水） しあわせ会福祉作業所
仙台自立の家
6月13日（木） 希望の星
障害福祉サービス事業所ほうゆう

7月

8月

6月19日（水） いずみ授産所
つどいの家・コペル
6月20日（木） 工房すぴか
Links五橋
6月26日（水） だんでらいおん
もぐもぐ
6月27日（木） ビッグママ
希望の星
7月2日（火） なでしこ
Links五橋
7月3日（水） こころや
だんでらいおん
7月4日（木） 仙台メンタルヘルスサービス
仙台自立の家
7月9日（火） ビッグママ
わ・は・わ
7月10日（水） ＭＥＧＵＭＩ
なでしこ
7月11日（木） もぐもぐ
のぞみ苑
7月16日（火） ポッケの森
希望の星
7月17日（水） かがやきの杜
第二啓生園
7月18日（木） 仙台もぐらの家
Links五橋
7月23日（火） コッペ
ふれあい福祉作業所
7月24日（水） わ・は・わ
つどいの家・コペル
7月25日（木） ポッケの森
みんなの広場（くにみ工房）
7月30日（火） 一寿園
Links五橋
7月31日（水） もぐもぐ
わ・は・わ
8月1日（木） いずみ授産所
ハートライフせんだい創働舎
8月6日（火） こころや
はぴかむ
8月7日（水） ビッグママ
もぐもぐ
8月8日（木） 障害福祉サービス事業所ほうゆう
ぱれった・けやき宮城野
8月13日（火） つなぎっこ
わ・は・わ
8月14日（水） わ・は・わ
8月15日（木） わ・は・わ
8月20日（火） わたげの樹
Links五橋
8月21日（水） しあわせ会福祉作業所
つどいの家・コペル
8月22日（木） パルいずみ
工房すぴか

販売品目
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
ウォッシュクリーン・手芸品他
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
乾燥野菜べんりだ菜・こけしクッキー・小物雑貨
新鮮野菜・小物
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
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
コーヒーセット・手芸品・ポチ袋など雑貨
縫製品・フェルト製品・手作り雑貨
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
乾燥野菜べんりだ菜・こけしクッキー・小物雑貨
キルト椅子４種・ダンベル・お手玉・介護用品・座布団
シフォンケーキ・焼き菓子
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）
コーヒーセット・手芸品・ポチ袋など雑貨
キルト椅子４種・ダンベル・お手玉・介護用品・座布団
乾燥野菜べんりだ菜・こけしクッキー・小物雑貨
新鮮野菜・小物
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
乾燥野菜べんりだ菜・こけしクッキー・小物雑貨
手作りクッキー・手芸品・アクセサリー
焼き菓子
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
パン・菓子・作業品
新鮮野菜・小物
焼き菓子
手作りクッキー・手芸品・アクセサリー
乾燥野菜べんりだ菜・こけしクッキー・小物雑貨
新鮮野菜・カーテン端切れ・加工品
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
手作りクッキー・手芸品・アクセサリー
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
パン・クッキー
焼き菓子
キルト椅子４種・ダンベル・お手玉・介護用品・座布団
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
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）
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
縫製品・フェルト製品・手作り雑貨
パン・菓子・作業品
さをり織り・折り布製品・独自ブランドＧＥＺＥＬＬＩＧ品・小物雑貨
季節の野菜・手作り雑貨
新鮮野菜・カーテン端切れ・加工品
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
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）
和手工芸品・パン
季節の野菜・手作り雑貨
手作りクッキー・手芸品・アクセサリー
新鮮野菜・カーテン端切れ・加工品
コーヒーセット・手芸品・ポチ袋など雑貨
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
新鮮野菜・小物
和手工芸品・パン
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
エコクラフト製品・さをり織り製品・アイロンビーズ製品
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
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）
紙すき製品・バスボム・羊毛雑貨
ウォッシュクリーン・手芸品他
焼き菓子
季節の野菜・手作り雑貨
パン・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
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
パン・菓子・作業品
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
木工製品・プリント製品・手芸品・陶芸製品
季節の野菜・手作り雑貨
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
縫製品・フェルト製品・手作り雑貨
エコケース・九男猿・袖カバー・小物雑貨
手作りクッキー・手芸品・アクセサリー
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
乾燥野菜べんりだ菜・こけしクッキー・小物雑貨
さをり織り・裂き織り・色紙・ブラバン作品・ポストカード
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
陶芸品・手芸品・サブマリンパン
季節の野菜・手作り雑貨
キルト椅子４種・ダンベル・お手玉・介護用品・座布団
パン・菓子・作業品
ビーズ製品・手芸品・生薬・アクリル製品・キャンドル製品
さをり織り・折り布製品・独自ブランドＧＥＺＥＬＬＩＧ品・小物雑貨
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月

9月

10月

11月

12月

事業所
日
8月27日（火） はぴかむ
Links五橋
8月28日（水） トモダチ
もぐもぐ
8月29日（木） なでしこ
仙台自立の家
9月3日（火） ビッグママ
Links五橋
9月4日（水） だんでらいおん
ビッグママ
9月5日（木） しあわせ会福祉作業所
はぴかむ
9月10日（火） ホープすずかけ
Links五橋
9月11日（水） ＭＥＧＵＭＩ
はぴかむ
9月12日（木） 障害福祉サービス事業所ほうゆう
仙台もぐらの家
9月17日（火） 仙台メンタルヘルスサービス
わ・は・わ
9月18日（水） だんでらいおん
わ・は・わ
9月19日（木） もぐもぐ
Links五橋
9月24日（火） コッペ
一寿園
9月25日（水） トモダチ
みんなの広場（くにみ工房）
9月26日（木） ビッグママ
Links五橋
10月1日（火） だんでらいおん
ポッケの森
10月2日（水） ふれあい福祉作業所
もぐもぐ
10月3日（木） コッペ
わ・は・わ
10月8日（火） なでしこ
南材ホーム
10月9日（水） だんでらいおん
ぶるー・びー
10月10日（木） 仙台もぐらの家
わ・は・わ
10月15日（火） みんなの広場（くにみ工房）
わ・は・わ
10月16日（水） コッペ
わ・は・わ沖野
10月17日（木） ふれあい福祉作業所
仙台メンタルヘルスサービス
10月23日（水） はぴかむ
ビッグママ
10月24日（木） コッペ
仙台メンタルヘルスサービス
10月29日（火） わたげの樹
希望の星
10月30日（水） こまくさ苑
もぐもぐ
10月31日（木） はぴかむ
仙台自立の家
11月5日（火） はぴかむ
希望の星
11月6日（水） すまいる作業所
ポッケの森
11月7日（木） ハートライフせんだい創働舎
わ・は・わ
11月12日（火） ビッグママ
パル三居沢
11月13日（水） ＭＥＧＵＭＩ
しあわせ会福祉作業所
11月14日（木） ぱれった・けやき宮城野
のぞみ苑
11月19日（火） 工房けやき
仙台メンタルヘルスサービス
11月20日（水） みどり工房永和台
第二啓生園
11月21日（木） はぴかむ
もぐもぐ
11月26日（火） コッペ
わたげの樹
11月27日（水） ＭＥＧＵＭＩ
わ・は・わ沖野
11月28日（木） コッペ
工房すぴか
12月3日（火） 希望の星
わ・は・わ
12月4日（水） もぐもぐ
仙台自立の家
12月5日（木） いずみ授産所
ハートライフせんだい創働舎
12月10日（火） ビッグママ
パル三居沢
12月11日（水） だんでらいおん
ポッケの森
12月12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

販売品目
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
季節の野菜・手作り雑貨
天然石アクセサリー・つまみ細工
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
和手工芸品・パン
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
季節の野菜・手作り雑貨
新鮮野菜・カーテン端切れ・加工品
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
キルト椅子４種・ダンベル・お手玉・介護用品・座布団
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
米粉のがんづき・和風菓子・自家焙煎コーヒー
季節の野菜・手作り雑貨
新鮮野菜・小物
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
焼き菓子
コーヒーセット・手芸品・ポチ袋など雑貨
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
新鮮野菜・カーテン端切れ・加工品
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
季節の野菜・手作り雑貨
パン・クッキー
木工製品・プリント製品・手芸品・陶芸製品
天然石アクセサリー・つまみ細工
季節の野菜・クッキー
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
季節の野菜・手作り雑貨
新鮮野菜・カーテン端切れ・加工品
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
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
パン・クッキー
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
和手工芸品・パン
タイル製品（コースター・なべ敷き・マグネット・鉢）・毛糸のマット・ビーズ製品
新鮮野菜・カーテン端切れ・加工品
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
焼き菓子
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
季節の野菜・クッキー
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
パン・クッキー
米粉パン・手ぬぐい・乾燥糸コンニャク
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
コーヒーセット・手芸品・ポチ袋など雑貨
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
パン・クッキー
コーヒーセット・手芸品・ポチ袋など雑貨
陶芸品・手芸品・サブマリンパン
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）
手工芸品・陶芸品・そば
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
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）
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
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
エコケース・九男猿・袖カバー・小物雑貨
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
キャンドル・手芸品・ビーズアクセサリー
新鮮野菜・小物
キルト椅子４種・ダンベル・お手玉・介護用品・座布団
乾燥野菜べんりだ菜・こけしクッキー・小物雑貨
エコクラフト製品・さをり織り製品・アイロンビーズ製品
青森ヒバ入浴雑貨・青森ヒバクッション
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
ウォッシュクリーン・手芸品他
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
パン・クッキー
陶芸品・手芸品・サブマリンパン
新鮮野菜・小物
米粉パン・手ぬぐい・乾燥糸コンニャク
パン・クッキー
さをり織り・折り布製品・独自ブランドＧＥＺＥＬＬＩＧ品・小物雑貨
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）
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
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
エコケース・九男猿・袖カバー・小物雑貨
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
キャンドル・手芸品・ビーズアクセサリー
新鮮野菜・カーテン端切れ・加工品
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
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
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事業所
日
12月17日（火） 大きなポッケ
わ・は・わ
12月18日（水） コッペ
スパーツ長町
12月19日（木） なでしこ
工房すぴか
12月24日（火） ホープすずかけ
希望の星
12月25日（水） コッペ
ビッグママ
12月26日（木） コッペ
わ・は・わ
1月 1月7日（火） コッペ
ビッグママ
1月8日（水） はぴかむ
わ・は・わ
1月9日（木） コッペ
ビッグママ
1月14日（火） わ・は・わ
パル三居沢
1月15日（水） ＭＥＧＵＭＩ
仙台自立の家
1月16日（木） つなぎっこ
仙台もぐらの家
1月21日（火） いずみ授産所
わたげの樹
1月22日（水） つどいの家・コペル
第二啓生園
1月23日（木） 仙台もぐらの家
アトリエ・ソキウス
1月28日（火） ビッグママ
希望の星
1月29日（水） こころや
もぐもぐ
1月30日（木） ビッグママ
仙台メンタルヘルスサービス
2月 2月4日（火） はぴかむ
わ・は・わ
2月5日（水） ビッグママ
大きなポッケ
2月6日（木） なでしこ
ハートライフせんだい創働舎
2月12日（水） ＭＥＧＵＭＩ
なでしこ
2月13日（木） ビッグママ
もぐもぐ
2月18日（火） はぴかむ
わ・は・わ
2月19日（水） つどいの家・コペル
第二啓生園
2月20日（木） コッペ
アトリエ・ソキウス
2月25日（火） 希望の星
パル三居沢
2月26日（水） こまくさ苑
すぴなっち
2月27日（木） なでしこ
月

3月

販売品目
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
パン・クッキー
ミサンガ・アクリルたわし・犬猫用ミサンガ首輪等
和手工芸品・パン
さをり織り・折り布製品・独自ブランドＧＥＺＥＬＬＩＧ品・小物雑貨
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・クッキー
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
パン・クッキー
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
パン・クッキー
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
パン・クッキー
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
キャンドル・手芸品・ビーズアクセサリー
新鮮野菜・小物
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
焼き菓子
縫製品・フェルト製品・手作り雑貨
陶芸品・手芸品・サブマリンパン
パン・菓子・作業品
ウォッシュクリーン・手芸品他
焼き菓子
陶器品（型抜き箸置き・ブローチ・ｏｈａｎａ髪留め・ブローチ）
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
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）
手作りクッキー・手芸品・アクセサリー
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
コーヒーセット・手芸品・ポチ袋など雑貨
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
洋菓子・日替弁当・惣菜各種・豆腐・デザート
和手工芸品・パン
エコケース・九男猿・袖カバー・小物雑貨
新鮮野菜・小物
和手工芸品・パン
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
パン・菓子・作業品
ウォッシュクリーン・手芸品他
パン・クッキー
陶器品（型抜き箸置き・ブローチ・ｏｈａｎａ髪留め・ブローチ）
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）
キャンドル・手芸品・ビーズアクセサリー
手工芸品・陶芸品・そば
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
障害福祉サービス事業所ほうゆう せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
3月3日（火） ビッグママ
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
希望の星
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）
3月4日（水） すまいる作業所
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
仙台自立の家
焼き菓子・水耕栽培野菜・手工芸品・佃煮
3月5日（木） コッペ
パン・クッキー
もぐもぐ
冷凍シュウマイ・缶詰・海苔佃煮・山のきぶどうジュース・菓子類
3月10日（火） わ・は・わ
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
パル三居沢
キャンドル・手芸品・ビーズアクセサリー
3月11日（水） ＭＥＧＵＭＩ
新鮮野菜・小物
わ・は・わ
野菜・乾燥糸こんにゃく・米粉パン・ジャム・エコバック
3月12日（木） なでしこ
和手工芸品・パン
アトリエ・ソキウス
陶器品（型抜き箸置き・ブローチ・ｏｈａｎａ髪留め・ブローチ）
3月17日（火） コッペ
パン・クッキー
はぴかむ
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
3月18日（水） ビッグママ
手作りパン各種・焼菓子・クラフト食パン
つどいの家・コペル
パン・菓子・作業品
3月19日（木） ハートライフせんだい創働舎 エコケース・九男猿・袖カバー・小物雑貨
工房すぴか
さをり織り・折り布製品・独自ブランドＧＥＺＥＬＬＩＧ品・小物雑貨
3月24日（火） なでしこ
和手工芸品・パン
はぴかむ
クッキー・パウンドケーキ・シフォンケーキ・クラフトマグネット・コースター・オリジナルバッグ
3月25日（水） ＭＥＧＵＭＩ
新鮮野菜・小物
こころや
手作りクッキー・手芸品・アクセサリー
3月26日（木） 障害福祉サービス事業所ほうゆう せんべい各種・季節の野菜・パン・しいたけ
ぱれった・けやき宮城野
乾燥野菜べんりだ菜・こけしクッキー・小物雑貨
3月31日（火） トモダチ
天然石アクセサリー・つまみ細工
なでしこ
和手工芸品・パン
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