無 添 加 手 づ く り 自家栽培

はたらく 障害

者応援 フェア

特選市

7/20（土）
・21（日）

イオンモール高の原（平安コート）
10：00〜17：00

主 催：奈良県

お楽しみイベント開催

運 営：NPO法人奈良県社会就労事業振興センター

ガラガラ抽選会

抽選補助券2枚で1回参加できます。
（商品500
円毎に抽選補助券1枚配布）景品が無くなり次
第終了します。

せんとくんとじゃんけん大会
せんとくんが来場。じゃんけんで勝ち抜いた人
に賞品を進呈します。
開催時間 11：00〜/14：00〜

生活介護事業所しふぉん

株式会社サンケア（サンケアファーム・サンケアノーエル）

有限会社ほのぼの

☎0742ー93ー9539

☎0742-50-3033(事業所) / 0742-81-3544(森のくまさん)

●お待たせ致しました！新商品『にんにくドレ
ッシング』が誕生しました！●癖になる味をぜ
ひご賞味下さい。お菓子類、小物類もご用意し
ております。

●優しい触感のシフォンケーキやクッキーが彩
とりどり！●「見て楽しい、食べて楽しい」をお
試しください。
●まほろばキッチン等でも委託
販売しております。

販 サンケアデイセンター茶房てん
奈良市学園大和町1-304

販 カフェ森のくまさん
奈良市東九条町625-1

営 8：30〜17：30

営 8：00〜18：00

就労支援センター心境

休 日・祝・年末年始・お盆

craft S

ふれあい作業所

☎0745ー82ー0218

●わたしたちの創る商品は奈良県で育ったヒ
ノキの捨てられてしまう部分（端材）をリメイク
して商品化しています。

販 社会福祉法人 心境荘苑（就労支援センター心境）
宇陀市榛原笠間2377

休 日・GW・お盆・年末年始

☎0745ー69ー9930
●個性や感性豊かな、
さをり織りの商品です。
●カバンの中から おにぎり!!本物そっくりな
『おにぎりポーチ』●どんぐりのかさに、さをり
と干支鈴を合わせた
『可愛いストラップ』
●お洒
落で実用的な、
カバン・ペンケース・ポーチ 等

営 9：00〜16：00 月〜金

販 ふれあい作業所
葛城市347-7番地

休 土・日曜日・祝日 お盆、
お正月共に6日間

営 月〜金 10:00〜16:00 休 土・日・祝・年末年始

お問合せは…

特定非営利活動法人 奈良県社会就労事業振興センター
〒630 - 8114 奈良市芝辻町2-11-16 圭真ビル102
TEL 0742-93 -3244 FAX 0742-93 -3245

各施設は常時販売を行っていますので、ぜひご利用ください。
就労継続支援B型

ぺたごぎっく

☎0744ー48ー0160

みんなの広場 らんまん
☎0743ー53ー7822

●一人一人の個性を生かして、仕事につなげる
事業 所●今回は写真家を目指す利用者さん
オリジナルTシャツ、ポストカード販 売●イベ
ントなど詳しくはFacebookで

●手作りの指編み座布団や陶器、オリジナル
の缶バッジを制作しています。
●駄菓子や野菜の販売、喫茶の営業もやって
います。

FB https://www.facebook.com/petagogi/
橿原市常盤町４９５−１ー２F

販 みんなの広場らんまん
大和郡山市千日町25-4

営 9：00〜17：00

営 10：00〜17：00 休 日

休 土日、年末年始

■7月20日（土）のみ出店

■7月20日（土）のみ出店

秋篠パン工房

かかしの家

☎0742ー51ー0580

☎0742ー43ー9439

●厳選した食材を使い毎日手作りでパンを焼
いています。●大きさ、中身についてもご要望
に応じてご注文頂けます。●お客様のご来店
をお待ちしております。

●自然に優しく、人に優しいかかしの家自慢
の授産品、中でも手作りみそ・あんもち・フル
ーツ大福・おこわおにぎりが人気です。

販 秋篠パン工房
奈良市秋篠町1381-1

販 NPO法人かかしの会
奈良市六条西3丁目-3-21

営 平日10：00〜16：30

休 土・日・祝日

■7月20日（土）のみ出店

コミニュティワークこッから
☎0742ー63ー6765

●奈良市にある障害者支援事業所です。
●上質
な大豆の風味にこだわった
「こくうまとうふ」
。
小
麦粉本来のうまみを際立たせもっちり食感が楽
しめる
「湯だね食パン」
を販売しています。

販 社会福祉法人こぶしの会 コミニュティワークこッから
奈良市古市町529-4 営 10：00〜17：00
休 土・日・祝・年末年始・お盆
※月曜日と祝日の翌日は、午後からの販売となります。
■7月20日（土）のみ出店

ワークスペースこすもす
☎0743ー84ー4321

●大和郡山市、中谷酒造さん協力のもと完成した、
地酒入りのケーキ ふんわりとした生地にほのか
に香る清酒の香り●ワークスペースこすもすは、身
体、知的、精神、難病など全ての障害をお持ちの人
を対象にした高賃金を目指す通所施設です。

販 NPO法人自立支援ステーションぽかぽか ワークスペースこすもす
大和郡山市北郡山町87-3
営 月〜金 8：30〜17：30 （月1回土曜日 8：30〜13：30）
休

土・日・祝・年末年始・お盆・ゴールデンウィーク

■7月21日（日）のみ出店

営 10：00〜16：00

休 土・日・祝日

■7月20日（土）のみ出店

夢スペース かぐや

☎074５- 60 -8447(店舗予約) / 0745 - 60 -8935
●どなたでもご利用いただける着物・ドレスのレンタル、着付
け・フォトをメインとして、ヘアーアレンジ、ネイル、レジンアクセ
サリーの製作を行っています。また希少なニホンミツバチの蜂
蜜の養蜂生産販売を行っています。カフェも併設しています。
是非ご利用ください。

販 株式会社 ヒガシ 夢スペース かぐや
北葛城郡広陵町中256番地
営 10:00〜16:00

休 土・日・祝・年末年始・お盆 ご相談で営業可

■7月21日（日）のみ出店

野の花舎

☎0742ー26ー1750
●餅飯殿商店街のど真ん中に店を構え、パン・
クッキーの製造販 売をしています。●一番人
気のメロンパンや明太もち等、美味しいパンを
ご用意しております。

販 野の花舎
奈良市餅飯殿町40
営 10:00〜16:00

休 土・日

■7月21日（日）のみ出店

上牧町社会福祉協議会

カフェぷらっと

☎0745ー76ー6098

まーぶる

☎0742ー43ー4657

●上牧町２０００年会館で喫茶活動●手作り
パウンドケーキは好評で｢花橘の薫｣は大和橘
のほのかな苦みと豊かな薫が古都奈良を感じ
られる一押し商品です.。

●陶芸からお菓子作り、生活雑貨など手広く製造
しています●陶芸のお皿、コップたちは世界で一
つだけです●ひとつ、ひとつ想い込めて優しい味
わいの無添加クッキー！！●ひと織り、ふた織り想
いを込めて・・・●紙漉き：好き、好き、紙漉きハガキ

販 上牧町社会福祉協議会 カフェぷらっと
北葛城郡上牧町上牧3245−1

販 特定非営利活動法人 マーブル まーぶる
奈良市山陵町1118−2

営 9：00〜16：00 休 土・日・祝・第2火曜日午前・年末年始・お盆

営 月〜金10:00〜16:00

■7月21日（日）のみ出店

■7月21日（日）のみ出店

青葉仁会

水間ワークス 瓶詰加工班

☎0742ー81ー0864

●奈良市東部、大和高原に位置するレストラ
ン・ハーブクラブに併設の瓶詰加工班。●自家
農園で育てたバジルを使った「バジルペース
ト」が人気商品。
●瓶詰加工のご依頼も受付中です。
（要相談）
販 ハーブクラブ
奈良市水間町3020-3
営 10：00〜18：00（土日祝日は〜19：00まで営業）

休 年末年始

休 土・日・祝・年末年始

わーくさぽーとｐｏｎｏ
☎0747ー52ー1717

●おすすめ商品はもちろんｐｏｎｏシフォンです。
Ｐｏｎｏシフォンはすごくふわふわ食感で甘すぎ
ず大人気商品です。また今年から地元にて農福
連携に力を入れさせて頂いており地域の皆様と
共に作付け、
収穫をした新鮮野菜お届けします

販 わーくさぽーとｐｏｎｏ
吉野郡大淀町下渕1387-2
営 8：30〜17：30 休 土曜 日曜日 年末年始 お盆

