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てづくりのお店 あんだんて 

 

「てづくりのお店 あんだんて」は、城陽障がい者就労促進・自立支援ネットワークが平

成 22 年 4 月に OPEN した店舗です。城陽市内の８つの福祉事業所で作られている手づくり製

品を販売しています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城陽障がい者就労促進・自立支援ネットワーク 

 

「城陽障がい者就労促進・自立支援ネットワーク」は、城陽市の事業である障がい者就労

促進検討事業（平成 20・21年度）からの調査・報告を受け、具体的な実践として城陽市内の

障がい者の就労に携わる施設が連携をとりあうために平成 22年 1月に発足しました。 

福祉的就労の障がい者の工賃アップ、障がい者の就労促進と自立支援を図ることを目的と

して、城陽市内の事業所が共同して製品の開発、販路拡大等に取り組んでいます。 

 

＜ネットワーク組織構成＞ 

代  表 辻村憲隆（城陽作業所 施設長） 

副 代 表 石原章子（で・らいと 理事長） 

 平田達弥（京都梅花園 理事長） 

事 務 局 竹内 仁（みんななかま 統括施設長） 

 福）京都府聴覚言語障害センター 

 城陽作業所（平成 30年度ネットワーク事業委託先事業所） 

構成施設 福）京都梅花園 あんびしゃ 

 福）南山城学園 知的障害者デイサービスセンターあっぷ 

 福）南山城学園 身体障害者デイサービスセンターすいんぐ 

 特非）で・らいと チェリー工房 

 特非）城陽市の精神保健福祉をすすめる会野の花 ワークショップ野の花 

 福）京都府聴覚言語障害センター 障害者支援センター「みなみかぜ」 

 福）みんななかま ものづくりスペース みんななかま 

 福）うめの木福祉会 城陽作業所 

 

所在地 〒610-0121 城陽市寺田林ノ口 11-64 京都府情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 
TEL･FAX 0774-52-6341   営業時間 11:00～17:00（定休日：土日祝日、年末年始）  
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お申し込みのご案内 

 

＜ご注文の流れ＞ 

① 「てづくりのお店 あんだんて」に、お電話またはＦＡＸにてご注文下さい。 

② 「てづくりのお店 あんだんて」から、確認のお電話で注文完了です。 

③ 製品が準備でき次第、「てづくりのお店 あんだんて」からお客様へご連絡致します。 

④ ご指定の受け取り方法で、製品の受け渡しを致します。 

＊ ギフト包装などの個別注文にもお応えします。お気軽にお問い合わせ下さい。 ＊ 

 

＜ご注文の際の注意事項＞ 

・ 製品は、注文にあわせて手作りします。注文完了以降のキャンセルはご遠慮下さい。 

・ 製品は、一つ一つ手作りしている為、納品までにお時間をいただく場合がございます。 

予めご了承下さい。 

 

＜代金のお支払い方法＞ 

 ・現金でのお支払い 

「てづくりのお店 あんだんて」の窓口にてお支払い下さい。 

・お振り込みでのお支払い 

  製品の受け渡し後、30日以内に下記の口座へお振り込み下さい。 

なお、振込手数料はお客様負担となりますので、予めご了承下さい。 

京都やましろ農業協同組合 城陽南支店 普通 0027991 

ｼｬｶｲｸﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｳﾒﾉｷﾌｸｼｶｲ ﾘｼﾞﾁｮｳ ｱｷﾂﾞｷﾐﾂｵ 

社会福祉法人うめの木福祉会 理事長 秋月満雄 
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品　名 ココナッツチュイール 品　名 アールグレイ紅茶クッキー
価　格 210円（税込） 価　格 210円（税込）
サイズ 縦12cm×横8cm×高さ5cm サイズ 縦15cm×横10cm×高さ3cm　
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

品　名 こだわりのうめクッキー 品　名 ほうじ茶クッキー
価　格 210円（税込） 価　格 210円（税込）
サイズ 縦15cm×横10cm×高さ3cm　 サイズ 縦9cm×横10cm×高さ3cm
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

焼 き 菓 子

ココナッツの風味豊かに焼き上げた薄焼きクッ
キー。サクッとした食感とともに南国のココナッ
ツの甘い香りをお楽しみいただけます。

（写真）

京都城陽青谷梅林の梅100％の濃厚な完熟梅ペー
ストを用い、梅の風味豊かに焼き上げた、やわら
かな食感のクッキーです。

（写真）

香り高いベルガモット（柑橘系）のさわやかな香
りのアールグレイ紅茶を使用し、サクッとした食
感に焼き上げました。口の中に紅茶の香りが贅沢
に広がる一品です。

（写真）

香り高いほうじ茶の味わいを存分にお楽しみいた
だける一品です。
京都府産ほうじ茶100％使用のきめ細かいほうじ
茶パウダーを贅沢に使用。

（写真）

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 ＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 ＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

じょうりんちゃん じょうりんちゃん 

じょうりんちゃん じょうりんちゃん 
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品　名 シナモンシュガークッキー 品　名 メープルパウンドケーキ
価　格 210円（税込） 価　格 130円（税込）
サイズ 縦15cm×横10cm×高さ3cm　 サイズ 縦8cm×横8cm×高さ2cm
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

品　名 チョコモカパウンドケーキ 品　名 オレンジパウンドケーキ
価　格 130円（税込） 価　格 130円（税込）
サイズ 縦8cm×横8cm×高さ2cm サイズ 縦8cm×横8cm×高さ2cm
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

品　名 こだわりのうめパウンドケーキ 品　名 はんなり梅酒のうめパウンドケーキ
価　格 130円（税込） 価　格 130円（税込）
サイズ 縦8cm×横8cm×高さ2cm サイズ 縦8cm×横8cm×高さ2cm
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

程よい苦みとコクのあるコーヒー味。
ふんわりとした生地に、カカオの風味豊かなチョ
コレートチップをたくさん混ぜ込みました。

（写真）

城陽青谷梅林の梅100％の濃厚な完熟梅ペーストを
用い、梅の風味豊かにしっとりと焼き上げまし
た。
＊ 本製品にはお酒は含まれていません。

（写真）

メープルチップをふんだんに使用し、メープルの
甘い香りをお楽しみいただけるパウンドケーキで
す。

（写真）

オレンジにほんのりラム酒が香る風味豊かなパウ
ンドケーキ。
幅広い年代の方にお選びいただいています。

（写真）

梅酒に漬かった梅果肉をふんだんに用い、芳醇な
風味のパウンドケーキ。梅果肉は、城陽青谷梅林
の梅100％使用。
＊ 本製品にはお酒が含まれています。

シナモンの豊かな香りが口に入れた瞬間にふわっ
と広がる一品です。
コーヒーや紅茶との相性抜群な、サクッとした食
感のクッキーです。

（写真）

（写真）

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

じょうりんちゃん 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 ＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 ＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

じょうりんちゃん 

じょうりんちゃん じょうりんちゃん 

じょうりんちゃん じょうりんちゃん 
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品　名 焼菓子詰め合わせ 品　名 五味五香　焼き菓子詰め合わせ
価　格 500円（税込） 価　格 1,000円（税込）
サイズ 縦18cm×横15cm×高さ6cm サイズ 縦23.5cm×横9cm×高さ7cm
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

品　名 手とて　てづくりビスケット 品　名 手とて　てづくりクッキー
価　格 200円（税込） 価　格 200円（税込）
サイズ 縦8㎝×横6㎝×高さ5㎝ サイズ 縦8㎝×横6㎝×高さ5㎝
製造者 城陽作業所 製造者 城陽作業所

青谷の梅を練り込み焼き上げています。カリカリ
とした食感と梅の風味が特徴です。卵を使用して
いませんので、アレルギーのある方も安心して食
べていただけます。

（写真）

焼き菓子５種類各５枚（シナモンシュガークッ
キー、アールグレイ紅茶クッキー、ほうじ茶クッ
キー、ココナッツチュイール、胡麻チュイール）
の詰め合わせです。
＊ 時期により、内容は一部変更あり

（写真）

アメリカン・紅茶・ココア・ナッツ・プレーン・
抹茶・マーブルの７種類あります。進物用の詰め
合わせや個包装の個別対応も可能です。

お好きなパウンドケーキ2枚とクッキー（もしくはチュ
イール）１パックの詰め合わせです。
パッケージの色やデザインは用途によりお選びい
ただけますのでご相談ください。

（写真）

（写真）

じょうりんちゃん 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

じょうりんちゃん 

クッキー1Pとパウンドケーキ 

2枚の詰め合わせです。 
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品　名 つまみ細工　ピン・ブローチ 品　名 ぱっちんどめ
価　格 580円（税込） 価　格 200円（税込）
サイズ 縦5cm×横5cm サイズ 縦3cm×横5cm　
製造者 チェリー工房 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

品　名 3玉ペアゴム 品　名 3玉ヘアゴム
価　格 300円（税込） 価　格 200円（税込）
サイズ 縦3cm×横8cm　 サイズ 縦4cm×横12cm　
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

ア ク セ サ リ ー

1つずつ手作業で作られたつまみ細工です。
ブローチとして、またはヘアアクセサリーとして
ご活用いただけます。

（写真）

手づくりで丸めた羊毛を使ったぺアゴムです。羊
毛のふわふわ感が心地いい製品です。色はお任せ
でお願いします。

（写真）

手づくりで丸めた羊毛を使ったぱっちんどめで
す。羊毛のふわふわ感が心地いい製品です。色
はお任せでお願いします。

（写真）

手づくりで丸めた羊毛を使ったヘアゴムです。羊
毛のふわふわ感が心地いい製品です。色はお任せ
でお願いします。

（写真）
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品　名 お花ヘアゴム
価　格 350円（税込）
サイズ 縦5㎝×横13㎝
製造者 ものづくりスペース　みんななかま

手づくりで丸めた羊毛を使ってお花の形にしたヘ
アゴムです。羊毛のふわふわ感が心地いい製品で
す。色はお任せでお願いします。
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品　名 刺し子　ふきん　30×37 品　名 刺し子　ふきん　30×30
価　格 450円（税込） 価　格 400円（税込）
サイズ 縦30㎝×横37㎝ サイズ 縦30㎝×横30㎝
製造者 あんびしゃ 製造者 あんびしゃ

品　名 刺し子　ふきん　古典柄 品　名 刺し子　ハンカチ
価　格 400円（税込） 価　格 150円（税込）
サイズ 縦30㎝×横30㎝ サイズ 縦20㎝×横20㎝
製造者 あんびしゃ 製造者 あんびしゃ

小 物 ・ 日 用 雑 貨

季節により、様々な柄をご用意しています。ホコ
リよけのカバーとしても最適です。

（写真）

いにしえに伝わる伝統模様。お祝い事や法事のお
使い物としても最適です。

（写真）

ふきんはもちろん大判のハンカチとしてもご利
用できます。メルヘン調の可愛い柄ももござい
ます。

（写真）

さらし木綿に色とりどりの糸で刺し子をしてい
ます。プレゼントはもちろんお子さまにも人気
です。

（写真）
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品　名 刺し子 ふきん じょうりんちゃん 品　名 刺し子 ハンカチ じょうりんちゃん
価　格 350円（税込） 価　格 150円（税込）
サイズ 縦30㎝×横30㎝ サイズ 縦20㎝×横20㎝
製造者 あんびしゃ 製造者 あんびしゃ

品　名 ティッシュカバー（小） 品　名 ティッシュカバー（大）
価　格 180円（税込） 価　格 350円（税込）
サイズ 縦10㎝×横13㎝ サイズ 縦25㎝×横15㎝
製造者 デイサービスセンター　あっぷ 製造者 デイサービスセンター　あっぷ

品　名 季節のポーチ 品　名 鈴の根付・ストラップ
価　格 200円（税込） 価　格 100円～300円（税込）（写真は300円商品）

サイズ 縦17㎝×横13㎝ サイズ 縦10.5㎝×横8㎝
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

ポケットティッシュが入る大きさで、いろいろな
柄の生地で作成しているため、毎回同じ商品はで
きませんが、世界に１つの商品となります。

（写真）

桜や紅葉など、季節に応じた商品展開をしていま
す。
ご自宅用以外に、プレゼントや記念品、各種イベ
ントにおすすめです。

（写真）

城陽市キャラクターじょうりんちゃんのワンポイ
ント刺し子ハンカチです。

（写真）

いろいろな柄の生地で作成しているため、世界に
１つだけの商品となります。またボタンは、青谷
で有名な梅の木を、丁寧に心をこめて磨き作成し
ています。

（写真）

人気の鈴タイプの根付・ストラップです。
各種手土産や記念品にお使いいただけます。
大量注文の場合等ご相談ください。

城陽市キャラクターじょうりんちゃんのワンポイ
ント刺し子ふきんです。

（写真）

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 ＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

じょうりんちゃん じょうりんちゃん 
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品　名 あづま袋 品　名 切り絵各種
価　格 980円・1200円（税込） 価　格 700円（税込）
サイズ 縦42cm×横42cm サイズ 縦13.5cm×横12cm
製造者 チェリー工房 製造者 ワークショップ野の花

品　名 切り絵うちわ 品　名 黒文字お菓子ばし
価　格 500円～（税込） 価　格 200円（税込）
サイズ 縦38㎝×横24.5㎝ サイズ 縦9㎝×横13㎝
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

品　名 ペットボトルカバー 品　名 アクリルクリーン
価　格 600円（税込） 価　格 100円（税込）
サイズ 縦18.5㎝×横11.5㎝ サイズ 縦11㎝×横11㎝～
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

切り絵を使ったうちわです。夏らしい絵柄や舞
妓・猫の柄などを製作しています。

（写真）

ツートンカラーがかわいい帆布ペットボトルカ
バーです。製作段階で一度水に通しているので、
洗濯も可能です。

（写真）

壁などに飾って楽しめる切り絵です。舞妓・猫・
鯉のぼり・お雛様・カメのみどりちゃんなどの絵
柄があります。

（写真）

小さな和紙人形を貼り付けた菓子箸袋５本セット
です。女の子と男の子の２種類があり、ミックス
も可能です。

（写真）

カラフルでエコなアクリルたわしです。いちごや
葉っぱなど、さまざまな形を製作しています。

あづま袋は、入れるものの大きさや形に柔軟に対
応するしなやかさ、持ち運びの際の美しさ、使用
後はコンパクトにたためる便利さを兼ねそなえ
た、和風エコバッグです。

（写真）

←包装後サイズ   

縦24cm×横22cm  
じょうりんちゃん 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 
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品　名 アームカバー 品　名 ティッシュケース
価　格 200円（税込） 価　格 100円（税込）
サイズ 縦10㎝×横12㎝ サイズ 縦8㎝×横12㎝
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

品　名 ガマ口ポーチ（ハワイアン柄） 品　名 かめさんメジャー
価　格 500円（税込） 価　格 300円（税込）
サイズ 縦10㎝×横11㎝ サイズ 縦9㎝×横10㎝
製造者 山城地域活動支援センター「陽」 製造者 山城地域活動支援センター「陽」

品　名 携帯ホワイトボード 品　名 キッチンキャップ
価　格 300円（税込） 価　格 300円（税込）
サイズ 縦15㎝×横15㎝ サイズ 縦35㎝×横70㎝
製造者 山城地域活動支援センター「陽」 製造者 山城地域活動支援センター「陽」

ハワイアンキルトでとてもかわいいです。ガマ口
をファスナーに変更することも出来ます。

持ち運べる筆記用具で、何度も消して書くことが
できます。

（写真）

ポケットティッシュが入る布ケースです。さまざ
まな布地で製作しています。

（写真）

亀のしっぽを引っ張るとメジャーになり、おなか
を押すとメジャーが元に戻ります。

バンダナ風に簡単に着用できるキッチンキャップ
です。

皿洗いや掃除の時、袖口を留めるのに便利なアー
ムカバーです。さまざまな布地で製作していま
す。

（写真）
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品　名 花かごキーホルダー 品　名 アクリルたわし
価　格 300円（税込） 価　格 100円（税込）
サイズ 縦5㎝×横6㎝ サイズ 縦10㎝×横10㎝
製造者 山城地域活動支援センター「陽」 製造者 山城地域活動支援センター「陽」

品　名 アイラブキーホルダー 品　名 首掛けIDカードホルダー
価　格 100円（税込） 価　格 500円（税込）
サイズ 縦6㎝×横6㎝ サイズ 縦11㎝×横13㎝
製造者 山城地域活動支援センター「陽」 製造者 山城地域活動支援センター「陽」

品　名 ぞうきん（手縫い３枚） 品　名 Tシャツ
価　格 200円（税込） 価　格 1,500円（税込）
サイズ 縦21㎝×横35㎝ サイズ 身長100㎝～160㎝用　S～XXXL
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

『アイラブユー』の手話をフエルトで作成しまし
た。ご希望でストラップ・ブローチに変更ができ
ます

（写真）

一針一針手縫いです。
色糸仕立てと白糸仕立てがあります。園や学校の
新学期提出にもご利用下さい。

（写真）

ひと編、ひと編丁寧に編んでいます。

（写真）

前面は名札や電子カード入れ、後部はファスナー
式小物入れになっています。

（写真）

イラストは約50種類、Ｔシャツのカラーは約40種
類と色々な組み合わせが出来ます。
利用者が描いたオリジナルイラストを、一針一針
刺繍をして仕上げています。

丁寧にかわいく仕上げています。

（写真）
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品　名 カードケース 品　名 きんちゃく
価　格 800円（税込） 価　格 1,200円（税込）
サイズ 縦10㎝×横8㎝ サイズ 縦21㎝×横20㎝
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

品　名 バッグ 品　名 ポケットティッシュカバー
価　格 1,500円（税込） 価　格 500円（税込）
サイズ 縦19㎝×横30㎝×マチ14㎝ サイズ 縦13㎝×横12㎝
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

品　名 ストラップ 品　名 （羊毛）ぽとちゃんストラップ
価　格 500円（税込） 価　格 350円（税込）
サイズ 縦4㎝×横4㎝～縦7㎝×横7㎝ サイズ 縦8㎝×横3㎝
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

お弁当などが丁度入るサイズとなっています。利
用者が描いたオリジナルイラストを、一針一針刺
繍をして仕上げました。

（写真）

いろんなキャラクター、いろんな形があって選ぶ
のに苦労します。利用者が描いたオリジナルイラ
ストを、一針一針刺繍をして仕上げました。

（写真）

何を入れるかはあなたの自由です。利用者が描い
たオリジナルイラストを、一針一針刺繍をして仕
上げました。

（写真）

みんななかまの人気キャラクター、「ゆーこうさ
ぎ」をティッシュカバーにしました。

（写真）

雪だるまの様な体の、みんななかまオリジナル
キャラクター「ぽとちゃん」のストラップです。
本体の色や表情が違うのも人気の秘密です。
色はお任せでお願いします。

ポイントカードや名刺入れなどに使えます。利用
者が描いたオリジナルイラストを、一針一針刺繍
をして仕上げました。

（写真）
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品　名 （羊毛）わんちゃんストラップ 品　名 (羊毛）いもむしくんストラップ
価　格 400円（税込） 価　格 400円（税込）
サイズ 縦8㎝×横3㎝ サイズ 縦12㎝×横3㎝
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

品　名 (羊毛）ぴよこちゃんストラップ 品　名 （羊毛）いもむしくんコースター
価　格 400円（税込） 価　格 500円（税込）
サイズ 縦8㎝×横3㎝ サイズ 縦8㎝×横13㎝　
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

品　名 ティッシュケース 品　名 防虫サシェ
価　格 100円（税込） 価　格 200円（税込）
サイズ 縦11.5㎝×横9㎝ サイズ 縦18㎝×横5㎝
製造者 城陽作業所 製造者 城陽作業所

（干支シリーズ　酉）ぴよこちゃん
大きさの違うフェルトボールを組み合わせていま
す。ひとつひとつ表情やシッポの色が違います。
色はお任せでお願いします。

（写真）

ポーチやカバンに入れておき、さりげないおしゃ
れにいかがでしょうか。子どもから大人まで使っ
ていただけるような柄が多数あります。

大きさの違うカラフルなフェルトボールを組み合
わせています。表情もひとつひとつ違います。
色はお任せでお願いします。

（写真）

葉っぱの形に成形した羊毛の上に、カラフルない
もむしくんが乗っています。
色はお任せでお願いします。

（写真）

心落ち着くハーブの香りで癒されます。タンスや
下駄箱などに入れておくとハーブの成分で虫除け
効果があります。いろいろなデザインを揃えてい
ます。

（干支シリーズ　戌）わんちゃん
大きさの違うフェルトボールを組み合わせていま
す。首輪がチャームポイントです。
色はお任せでお願いします。

（写真）
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品　名 陶器各種
価　格 400円～800円（税込）
サイズ 縦7㎝×横7㎝～縦20㎝×横20㎝
製造者 城陽作業所

いろいろな陶器の小皿や小鉢を揃えています。用
途に合わせて大きさや形の相談にも応じます。
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品　名 インテリア椅子 品　名 プランター（小）
価　格 500円（税込） 価　格 700円（税込）
サイズ 縦21cm×横18cm×高さ36cm サイズ 縦22cm×横23.5cm×高さ21cm
製造者 デイサービスセンター　あっぷ 製造者 デイサービスセンター　あっぷ

品　名 プランター（大）
価　格 900円（税込）
サイズ 縦24cm×横33cm×高さ21cm
製造者 デイサービスセンター　あっぷ

イ ン テ リ ア 雑 貨

物置き、室内のインテリアなど、お客様のアイデ
アで色々な方法でご利用できます。木を１つずつ
心を込めて磨き、木が腐ることがないよう焼付け
し、更に磨き組立しています。

（写真）

プランターカバー、マガジンラック、物置きなど
様々な用途で使用できます。木を１つずつ心を込
めて磨き、木が腐ることがないよう焼付けし、更
に磨き組立しています。

（写真）

あっぷ開所当初から作り続け、現在ではたくさん
の方に利用していただいています。木を１つずつ
心を込めて磨き、木が腐ることがないよう焼付け
し、更に磨き組立しています。

（写真）
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品　名 はがき 品　名 折りたたみメッセージカード
価　格 50円（税込） 価　格 150円（税込）
サイズ 縦14.8㎝×横10㎝ サイズ 縦14.8㎝×横10㎝
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

品　名 一筆箋 品　名 レターセット
価　格 200円（税込） 価　格 300円（税込）
サイズ 縦16.5㎝×横8㎝ サイズ 縦19㎝×横9㎝
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

文 房 具

手漉き紙で作ったはがきに、オリジナルの切り絵
や水彩画などを印刷しています。

（写真）

オリジナルの切り絵を印刷した手漉き一筆箋で
す。５種類の柄が２枚ずつ入った１０枚セットで
す。

（写真）

折りたたんで使用できる手漉き紙のメッセージ
カードです。封筒がなくても内容が隠せるので便
利です。３枚入り。

（写真）

手漉き紙で作った封筒３枚と手漉き一筆箋６枚の
セットです。

（写真）
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品　名 手漉きポチ袋 品　名 京しおり
価　格 200円（税込） 価　格 100円（税込）
サイズ 縦12.5㎝×横7㎝ サイズ 縦18㎝×横4.5㎝
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

品　名 手漉きマウスパッド 品　名 ホワイトボード
価　格 200円（税込） 価　格 700円（税込）
サイズ 縦14.6㎝×横16.6㎝ サイズ 縦20㎝×横14.5㎝
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

品　名 メモ帳カバー 品　名 A5版手帳カバー
価　格 600円（税込） 価　格 700円（税込）
サイズ 縦16.5㎝×横11㎝ サイズ 縦22.5㎝×横16㎝
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

手漉き紙のざらざら感を利用したマウスパッドで
す。表面はラミネート加工しており、裏面には滑
り止めが付いてます。

（写真）

帆布製のメモ帳カバーです。ペン入れと便利なポ
ケットが付いています。A6サイズのノートに対応
しています。

（写真）

小さな和紙人形を貼り付けた手漉き紙のしおりで
す。女の子と男の子の２種類があります。

（写真）

二つ折りにして持ち運べるホワイトボードです。
カバーは丈夫な帆布製で、ペンとクリーナー、ホ
ワイトボードが２枚付いています。

A5サイズのノートや手帳が入る帆布のカバーで
す。A5サイズのブックカバーとしても使えます。
ペンケースとポケット付。

小さな和紙人形を貼り付けた手漉き紙のポチ袋で
す。女の子と男の子の２種類があります。３枚入
り。

（写真）
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品　名 文庫本カバー 品　名 じょうりんちゃんマウスパッド
価　格 1,000円（税込） 価　格 180円（税込）
サイズ 縦17㎝×横13㎝ サイズ 縦14.6㎝×横16.6㎝
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

品　名 じょうりんちゃんしおり 品　名 じょうりんちゃん一筆箋
価　格 50円（税込） 価　格 200円（税込）
サイズ 縦18㎝×横4.5㎝ サイズ 縦16.5㎝×横8㎝
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

じょうりんちゃんを印刷した手漉きしおりです。

（写真）

じょうりんちゃんを印刷した手漉き紙のマウス
パッドです。

（写真）

じょうりんちゃんを印刷した手漉き一筆箋です。
一枚一枚異なるポーズのじょうりんちゃんが登場
します。11枚入り。

丈夫な帆布製の文庫本カバーです。マジックテー
プで厚みを調整できます。手漉きしおりが１枚付
いています。

（写真）
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施設・事業所名 　障害者支援施設あんびしゃ 施設長・管理者名 　平田達弥

施設種別

事業内容

所在地

電話番号 　0774-52-1362 FAX番号 　0774-52-1042

E-mailアドレス 　ksbaika@gold.ocn.ne.jp ＨＰアドレス 　http://anbisha.sakura.ne.jp/

設置主体 　社会福祉法人京都梅花園 代表者名 　理事長　平田達弥

担当者・連絡先

施設・事業所名 　デイサービスセンター　あっぷ 施設長・管理者名 　西田武志

施設種別

事業内容

所在地

電話番号 　0774-54-4508 FAX番号 　0774-55-4509

E-mailアドレス 　dayservice_up@minamiyamashiro.com ＨＰアドレス 　http://minamiyamashiro.com

設置主体 　社会福祉法人南山城学園 代表者名 　理事長　磯　彰格

担当者・連絡先 　西岡達也　　TEL：0774-54-4508

　〒610-0114　京都府城陽市市辺石原1-2

　生活介護

　木工製品

　〒610-0115　京都府城陽市観音堂甲畑1-2

　平田達弥　　TEL：0774-52-1362

城陽障がい者就労促進・自立支援ネットワーク

構成員施設一覧

平成30年度

　就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型・就労移行支援・
　自立訓練（生活訓練）・施設入所支援・グループホーム・特定相談支援

　刺し子・草木染め・印刷・製袋・リネン
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施設・事業所名 　デイサービスセンター　すいんぐ 施設長・管理者名 　山代浩史

施設種別

事業内容

所在地

電話番号 　0774-58-0622 FAX番号 　0774-58-0623

E-mailアドレス ＨＰアドレス 　http://minamiyamashiro.com/

設置主体 　社会福祉法人南山城学園 代表者名 　理事長　磯　彰格

担当者・連絡先

施設・事業所名 　チェリー工房 施設長・管理者名 　山下孝子

施設種別

事業内容

所在地

電話番号 　0774-56-3269 FAX番号 　0774-34-0049

E-mailアドレス ＨＰアドレス 　http://www.npo-delight.org

設置主体 　特定非営利活動法人で・らいと 代表者名 　理事長　石原章子

担当者・連絡先

施設・事業所名 　ワークショップ野の花 施設長・管理者名 　石原英雄

施設種別

事業内容

所在地

電話番号 　0774-55-1532 FAX番号 　0774-55-1532

E-mailアドレス 　info@joyononohana.com ＨＰアドレス

　特定非営利活動法人
　城陽市の精神保健福祉をすすめる会
　野の花

担当者・連絡先

　生活介護

　工芸品

　〒610-0117　京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1

　河合悠祐　　TEL：0774-58-0622

設置主体

　手漉き紙・切り絵・和紙製品・布製品・編物製品

　〒610-0121　京都府城陽市寺田樋尻51-3

代表者名 　理事長　間　哲朗

　木田小百合　　TEL：0774-55-1532

　就労継続支援Ｂ型

　クッキー・チュイール・パウンドケーキ・
　アクセサリー・雑貨・記念品・啓発資材の製作・下請け作業

　〒610-0121　京都府城陽市寺田水度坂15-186

　渡辺明夏　　TEL：0774-56-6008

　就労継続支援Ｂ型
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施設・事業所名
　障害者支援センター
　「みなみかぜ」

施設長・管理者名 　池原正信

施設種別

事業内容

所在地

電話番号 　0774-30-9000 FAX番号 　0774-55-7708

E-mailアドレス ＨＰアドレス

設置主体
　社会福祉法人
　京都府聴覚言語障害センター

代表者名 　所長　加藤桂子

担当者・連絡先

施設・事業所名
　ものづくりスペース
　みんななかま

施設長・管理者名 　竹内　仁

施設種別

事業内容

所在地

電話番号 　0774-55-5583 FAX番号 　0774-46-9511

E-mailアドレス   mnakama@khaki.plala.or.jp ＨＰアドレス 　http://mina-nakama.com/

設置主体 　社会福祉法人みんななかま 代表者名 　理事長　津止正敏

担当者・連絡先

施設・事業所名 　城陽作業所 施設長・管理者名 　辻村憲隆

施設種別

事業内容

所在地

電話番号 　0774-54-2424 FAX番号 　0774-54-0414

E-mailアドレス   umenoki@iaa.itkeeper.ne.jp ＨＰアドレス 　http://www.kyoto-umenoki.or.jp/

設置主体 　社会福祉法人うめの木福祉会 代表者名 　理事長　秋月満雄

担当者・連絡先

　〒610-0116　京都府城陽市奈島川原口12

　赤石亜久里　　TEL：0774-54-2424

　〒610-0121　京都府城陽市寺田垣内後69-1

　深見智洋　　TEL：0774-55-5583

　就労継続支援Ｂ型・生活介護・放課後デイサービス

　Ｔシャツ・さをり・羊毛・下請け作業

　就労継続支援Ｂ型・生活介護

　縫製・炭・陶芸・ほうらく・クッキー・味噌・梅干し・農作業（野菜）・リネン作業

　生活介護

　縫製品

　片岡美枝子　　TEL：0774-30-9000

　〒610-0121　京都府城陽市寺田林ノ口11-64
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