若林区

月
4月

5月

6月

7月

8月

日
施設
5日（水） こころや
一寿園
6日（木） 仙台自立の家
ビッグママ
12日（水） 仙台もぐらの家
ぱれった・けやき宮城野
13日（木） メルヴェイユ仙台
れiんぼう倶楽部
19日（水） 第二啓生園
はぴかむ
20日（木） つどいの家・コペル
ほっとファーム
26日（水） ホープすずかけ
すまいる作業所
27日（木） もぐもぐ
だんでらいおん
10日（水） わ・は・わ沖野
工房すぴか
11日（木） くるみの木
希望の星
17日（水） しあわせ会福祉作業所
仙台ワークキャンパス
18日（木） いずみ授産所
すてぃじ仙台
24日（水） ほっとファーム
仙台もぐらの家
25日（木） まどか
はぴかむ
31日（水） 一寿園
すぴなっち
1日（木） かむり学園
仙台メンタルヘルスサービス
7日（水） 工房けやき
ポッケの森
8日（木） ハートライフせんだい創働舎
イノセント
14日（水） わ・は・わ
ふれあい福祉作業所
15日（木） はぴかむ
もぐもぐ
21日（水） わたげの樹
まどか
22日（木） 大きなポッケ
ビッグママ
28日（水） ホープすずかけ
くにみ工房
29日（木） つどいの家・コペル
こころや
5日（水） 工房けやき
はぴかむ
6日（木） 仙台自立の家
希望の星
12日（水） 第二啓生園
まどか
13日（木） もぐもぐ
ほっとファーム
19日（水） まどか
すぴなっち
20日（木） はぴかむ
だんでらいおん
26日（水） わ・は・わ
コッペ
27日（木） 一寿園
仙台メンタルヘルスサービス
2日（水） しあわせ会福祉作業所
工房すぴか
3日（木） のぞみ苑
かむり学園
9日（水） わ・は・わ
ポッケの森
10日（木） ビッグママ
だんでらいおん
16日（水） 工房すぴか
わ・は・わ
17日（木） 一寿園
すまいる作業所
23日（水） わ・は・わ
コッペ

販売品目
クッキー、手芸品、アクセサリー
木工製品、陶芸製品、プリント製品、手芸品
クッキー、カステラ、パウンドケーキ、水耕栽培野菜
菓子パン、惣菜パン
パウンドケーキ、アイスボックスクッキー、ブラウニー、スコーン他
アイシングクッキー、手芸雑貨（刺し子のふきん、小花ピン等）
シフォンケーキ、焼き菓子（クッキー、フルーツケーキ等）
カードケース、ふうせんランプ、でんでん太鼓、石ぶんちん
ウォッシュクリーン
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
パン、かりんとう、作業品
生しいたけ、生きくらげ
せんべい、和菓子、自家焙煎コーヒー
よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
シュウマイ、かりんとう、山のきぶどうジュース、お菓子
季節の野菜、カーテンハギレ、小物（巾着、トートバック）
米粉パン、乾燥糸コンニャク、染め手ぬぐい、リサイクル石けん
裂き織りバック、ミニトート、サシェ、キーチェーン、文庫本カバー等
パン、クッキー類
パンフラワー製品、アクセサリー、ポチ袋、封筒
キルト椅子、ダンベル、座布団、お手玉、ポケットティッシュケース、アクリルたわし
焼き餃子
縫製品（刺しゅうふきん、タオルふく等）、フェルト製品（ストラップ、インテリア小物他）、手作り雑貨

クッキー、ケーキ、ドレッシング、弁当
生しいたけ、生きくらげ
パウンドケーキ、アイスボックスクッキー、ブラウニー、スコーン他
菓子パン、クラフト製品、野菜
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
木工製品、陶芸製品、プリント製品、手芸品
手作りパン、クッキー、ラスク、ガラス工芸品など
パン、こんにゃく、スイーツアクセサリー
アクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど
青森ヒバ製入浴雑貨・ヒバチップクッション、手工芸品など
弁当、惣菜、菓子、豆腐、調味料
九男猿、エコケース、小銭入れ、コースター、袖カバーなど
アロマキャンドル、ハンドメイドアクセサリー、雑貨
無農薬野菜、乾燥糸こんにゃく、米粉パン
ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
シュウマイ、かりんとう、山のきぶどうジュース、お菓子
陶芸品、手芸品、サブマリンパン、焼菓子
菓子パン、クラフト製品、野菜
シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
菓子パン、惣菜パン
せんべい、和菓子、自家焙煎コーヒー
葉物、根菜類
パン、かりんとう、作業品
クッキー、手芸品、アクセサリー
青森ヒバ製入浴雑貨・ヒバチップクッション、手工芸品など
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
クッキー、カステラ、パウンドケーキ、水耕栽培野菜
パンフラワー製品、アクセサリー、ポチ袋、封筒
ウォッシュクリーン
菓子パン、クラフト製品、野菜
シュウマイ、かりんとう、山のきぶどうジュース、お菓子
生しいたけ、生きくらげ
菓子パン、クラフト製品、野菜
手作りパン、クッキー、ラスク、ガラス工芸品など
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
季節の野菜、カーテンハギレ、小物（巾着、トートバック）
無農薬野菜、乾燥糸こんにゃく、米粉パン
パン、クッキー
木工製品、陶芸製品、プリント製品、手芸品
アクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど
キルト椅子、ダンベル、座布団、お手玉、ポケットティッシュケース、アクリルたわし
裂き織りバック、ミニトート、サシェ、キーチェーン、文庫本カバー等
エコクラフト製品、アイロンビーズ
パン、こんにゃく、スイーツアクセサリー
無農薬野菜、乾燥糸こんにゃく、米粉パン
弁当、惣菜、菓子、豆腐、調味料
菓子パン、惣菜パン
季節の野菜、カーテンハギレ、小物（巾着、トートバック）
裂き織りバック、ミニトート、サシェ、キーチェーン、文庫本カバー等
無農薬野菜、乾燥糸こんにゃく、米粉パン
木工製品、陶芸製品、プリント製品、手芸品
よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
無農薬野菜、乾燥糸こんにゃく、米粉パン
パン、クッキー
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若林区

月

9月

10月

11月

12月

1月

日
施設
24日（木） つどいの家・コペル
仙台ワークキャンパス
30日（水） わたげの樹
はぴかむ
31日（木） すてぃじ仙台
はぴかむ
6日（水） ほっとファーム
工房すぴか
7日（木） だんでらいおん
イノセント
13日（水） ふれあい福祉作業所
くにみ工房
14日（木） ビッグママ
仙台メンタルヘルスサービス
20日（水） 仙台もぐらの家
はぴかむ
21日（木） ポッケの森
ぱれった・けやき宮城野
27日（水） 南材ホーム
メルヴェイユ仙台
28日（木） 一寿園
イノセント
4日（水） クローバーズ・ピアワッセ
わ・は・わ沖野
5日（木） まどか
コッペ
11日（水） はぴかむ
すまいる作業所
12日（木） もぐもぐ
だんでらいおん
18日（水） 仙台自立の家
わたげの樹
19日（木） ぱれった・けやき宮城野
こころや
25日（水） ホープすずかけ
ハートライフ仙台創働舎
26日（木） 大きなポッケ
ほっとファーム
1日（水） すまいる作業所
ぱれった・けやき宮城野
2日（木） 希望の星
仙台メンタルヘルスサービス
8日（水） 仙台もぐらの家
すぴなっち
9日（木） パル三居沢
ビッグママ
15日（水） れiんぼう倶楽部
ふれあい福祉作業所
16日（木） つなぎっこ
すてぃじ仙台
22日（水） いずみ授産所
一寿園
29日（水） まどか
はぴかむ
30日（木） ほっとファーム
くにみ工房
6日（水） わ・は・わ沖野
すまいる作業所
7日（木） かむり学園
イノセント
13日（水） コッペ
しあわせ会福祉作業所
14日（木） ほっとファーム
もぐもぐ
20日（水） ハートライフせんだい創働舎
すぴなっち
21日（木） つどいの家・コペル
仙台メンタルヘルスサービス
27日（水） 工房すぴか
コッペ
28日（木） イノセント
ほっとファーム
4日（木） 希望の星
こころや
10日（水） 仙台自立の家
はぴかむ
11日（木） パル三居沢
ふれあい福祉作業所

販売品目
パン、かりんとう、作業品
焼き餃子
陶芸品、手芸品、サブマリンパン、焼菓子
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
クッキー、ケーキ、ドレッシング、弁当
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
生しいたけ、生きくらげ
裂き織りバック、ミニトート、サシェ、キーチェーン、文庫本カバー等
季節の野菜、カーテンハギレ、小物（巾着、トートバック）
アロマキャンドル、ハンドメイドアクセサリー、雑貨
ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン
葉物、根菜類
菓子パン、惣菜パン
アクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど
パウンドケーキ、アイスボックスクッキー、ブラウニー、スコーン他
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
弁当、惣菜、菓子、豆腐、調味料
アイシングクッキー、手芸雑貨（刺し子のふきん、小花ピン等）
結び織り、しおり、タイル製品、ビーズ製品
シフォンケーキ、焼き菓子（クッキー、フルーツケーキ等）
木工製品、陶芸製品、プリント製品、手芸品
アロマキャンドル、ハンドメイドアクセサリー、雑貨
草履、エコタワシ、エコ石けん、防災ライト他
米粉パン、乾燥糸コンニャク、染め手ぬぐい、リサイクル石けん
菓子パン、クラフト製品、野菜
パン、クッキー
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
シュウマイ、かりんとう、山のきぶどうジュース、お菓子
季節の野菜、カーテンハギレ、小物（巾着、トートバック）
クッキー、カステラ、パウンドケーキ、水耕栽培野菜
陶芸品、手芸品、サブマリンパン、焼菓子
アイシングクッキー、手芸雑貨（刺し子のふきん、小花ピン等）
クッキー、手芸品、アクセサリー
せんべい、和菓子、自家焙煎コーヒー
#N/A
シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
生しいたけ、生きくらげ
よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
アイシングクッキー、手芸雑貨（刺し子のふきん、小花ピン等）
パンフラワー製品、アクセサリー、ポチ袋、封筒
アクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど
パウンドケーキ、アイスボックスクッキー、ブラウニー、スコーン他
手作りパン、クッキー、ラスク、ガラス工芸品など
キャンドル、アクリル製品、ビーズアクセサリー
菓子パン、惣菜パン
カードケース、ふうせんランプ、でんでん太鼓、石ぶんちん
ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン
さをり織り、裂き織り、ポストカード、プラバン作品、ビーズアクセサリー
クッキー、ケーキ、ドレッシング、弁当
縫製品（刺しゅうふきん、タオルふく等）、フェルト製品（ストラップ、インテリア小物他）、手作り雑貨

木工製品、陶芸製品、プリント製品、手芸品
菓子パン、クラフト製品、野菜
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
生しいたけ、生きくらげ
葉物、根菜類
米粉パン、乾燥糸コンニャク、染め手ぬぐい、リサイクル石けん
よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
パン、こんにゃく、スイーツアクセサリー
アロマキャンドル、ハンドメイドアクセサリー、雑貨
パン、クッキー
キルト椅子、ダンベル、座布団、お手玉、ポケットティッシュケース、アクリルたわし
生しいたけ、生きくらげ
シュウマイ、かりんとう、山のきぶどうジュース、お菓子
九男猿、エコケース、小銭入れ、コースター、袖カバーなど
手作りパン、クッキー、ラスク、ガラス工芸品など
パン、かりんとう、作業品
アクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど
裂き織りバック、ミニトート、サシェ、キーチェーン、文庫本カバー等
パン、クッキー
アロマキャンドル、ハンドメイドアクセサリー、雑貨
生しいたけ、生きくらげ
パンフラワー製品、アクセサリー、ポチ袋、封筒
クッキー、手芸品、アクセサリー
クッキー、カステラ、パウンドケーキ、水耕栽培野菜
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
キャンドル、アクリル製品、ビーズアクセサリー
ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン
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若林区

月

日
施設
17日（水） いずみ授産所
わ・は・わ沖野
18日（木） ビッグママ
だんでらいおん
24日（水） ほっとファーム
すまいる作業所
25日（木） アトリエ・ソキウス
はぴかむ
31日（水） 工房すぴか
すぴなっち
2月 1日（木） 第二啓生園
まどか
7日（水） 仙台もぐらの家
工房すぴか
8日（木） つなぎっこ
コッペ
14日（水） わたげの樹
わ・は・わ沖野
15日（木） れiんぼう倶楽部
ハートライフせんだい創働舎
21日（水） ほっとファーム
くにみ工房
22日（木） メルヴェイユ仙台
大きなポッケ
28日（水） 工房すぴか
ぱれった・けやき宮城野
3月 1日（木） こころや
かむり学園
7日（水） クローバーズ・ピアワッセ
工房きまち
8日（木） イノセント
もぐもぐ
14日（水） ホープすずかけ
しあわせ会福祉作業所
15日（木） アトリエ・ソキウス
すてぃじ仙台
22日（木） ビッグママ
はぴかむ
28日（水） くにみ工房
ほっとファーム
29日（水） ふれあい福祉作業所
仙台メンタルヘルスサービス
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販売品目
縫製品（刺しゅうふきん、タオルふく等）、フェルト製品（ストラップ、インテリア小物他）、手作り雑貨

米粉パン、乾燥糸コンニャク、染め手ぬぐい、リサイクル石けん
菓子パン、惣菜パン
季節の野菜、カーテンハギレ、小物（巾着、トートバック）
生しいたけ、生きくらげ
よせ豆腐、とうふドーナツ、油揚げ、厚揚げ、おからクッキー
陶芸品(型抜き箸置き、ブローチ、ohana髪留め、ブローチ、干支ダルマ）
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
裂き織りバック、ミニトート、サシェ、キーチェーン、文庫本カバー等
手作りパン、クッキー、ラスク、ガラス工芸品など
ウォッシュクリーン
菓子パン、クラフト製品、野菜
パウンドケーキ、アイスボックスクッキー、ブラウニー、スコーン他
裂き織りバック、ミニトート、サシェ、キーチェーン、文庫本カバー等
さをり織り、裂き織り、ポストカード、プラバン作品、ビーズアクセサリー
パン、クッキー
陶芸品、手芸品、サブマリンパン、焼菓子
米粉パン、乾燥糸コンニャク、染め手ぬぐい、リサイクル石けん
カードケース、ふうせんランプ、でんでん太鼓、石ぶんちん
九男猿、エコケース、小銭入れ、コースター、袖カバーなど
生しいたけ、生きくらげ
葉物、根菜類
シフォンケーキ、焼き菓子（クッキー、フルーツケーキ等）
シフォンケーキ、クッキー各種、ロールケーキ、ガトーショコラ、弁当
裂き織りバック、ミニトート、サシェ、キーチェーン、文庫本カバー等
アイシングクッキー、手芸雑貨（刺し子のふきん、小花ピン等）
クッキー、手芸品、アクセサリー
パン、こんにゃく、スイーツアクセサリー
草履、エコタワシ、エコ石けん、防災ライト他
季節の野菜
アロマキャンドル、ハンドメイドアクセサリー、雑貨
シュウマイ、かりんとう、山のきぶどうジュース、お菓子
せんべい、和菓子、自家焙煎コーヒー
キルト椅子、ダンベル、座布団、お手玉、ポケットティッシュケース、アクリルたわし
陶芸品(型抜き箸置き、ブローチ、ohana髪留め、ブローチ、干支ダルマ）
クッキー、ケーキ、ドレッシング、弁当
菓子パン、惣菜パン
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、シフォンケーキ、）コースターマグネット
葉物、根菜類
生しいたけ、生きくらげ
ヤーコン茶、ヤーコン芋、マーラーカオ、サブレ、パン
アクリルタワシ、レースハンカチ、ヘアゴム、あみぐるみなど

