
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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