も～やっこ障害福祉マーク
障害のある人もない人も、お互いに支え合うまちづくリ

も～やっこ障害福祉マークに込められた想い
重なり合う手は、人と人とのぬくもり、そしてそれを感じ合う人々をイメージしています。
緑色の同心円状の輪は、人の優しさが感じられる環境とその広がりを、また、そこに散リぱめられた葉は、希望、愛情、幸福をイメージしています。

も～やっこ市場
開催場所
■

●

●

西区役所
1階ロビー

西区役所
山田支所
4階講堂ロビー

イオンタウン名西
1階イベント広場

「も～やっこ広場」
月～金曜の毎日
(区役所閉庁日を除く)

にしっこサロン

毎週火曜日

もこもこ開催

(祝日等を除く)

カタログ
西区内の障害ふくし施設・事業所で

つくられた製品を販売しています。
販売日・販売時間は、西区役所などで配布している

販売カレンダーまたはウェブサイトをご覧ください。
名古屋市ウェブサイト(も～やっこ市場)

http://www.city.nagoya.jp.nishi/page/0000045475.html
西区自立支援連絡協議会ホームページ

https://www.nishiku-kyougikai.com
も～やっこ広場

令和3年3月発行 西区自立支援連絡協議会
名古屋市西区中小田井5丁目38番地 電話 052-504-2102 FAX 052-502-5806

西区自立支援連絡協議会・西区役所
このカタログに載っている製品は、「も～やっこ市場」のほか、
各事業所で直接お求めいただくこともできます。ぜひご利用ください。
製品に関するお問い合わせ・ご注文は、各事業所へ電話・ファックス・Eメールなどで直接ご連絡ください。

もーやっこ市場

社会福祉法人 よつばの会

鳥見作業所

おすすめ あんぱん

おすすめ ポーチ660円

120円

【この他にも…】
・フイナンセ各100円

660円

【この他にも…】
・A4トートバッグ

各100円

1.600円

・立体マスク

300円

・マスクケース

350円

〈あんぱん〉ふんわりとしたパ

パン、お菓子、お弁当、縫製品、アート作品…種類はさまざま。

ン生地に、上品な甘さのあんこ

POPなデザインが大人気の【U

を包み焼き上げました。

SAコットン生地】にラミネート加

〈フィナンセ〉プレーン・ココ

工が施してある為破れにくく汚

ア・抹茶の3種類。アーモンドの

れにくいです。一つ一つ丁寧に

お求めいただくみなさまとのコミュニケーションが、

風味がある、しっとり食感のあま

心を込めて手作りしています。

障害ふくし施殴・事業所で働く方の支援につながっています。

～い焼き菓子です。他にも、ウイ
ンナーパン・クッキーなど色とリ

障害のある方が、作るだけでなく販売にも携わっています。

どりご用意しています。

[西区自立支援連絡協議会とは]
障害のある方の地域における自立した生活をサポートするため、西区障害者基幹相談支援センターを中心に、
障害のある方やその家族、障害ふくし施設・事業所、
西区役所・西保健センター、西区社会福祉協議会などが構成員となり活動している組織です。

西区鳥見町三丁目16番地の2

営業時間

西区則武新町1丁目23番12号

TEL/FAX 052-528-3907/052-528-3902

9:00～17:00

TEL/FAX 052-583-0628/052-583-0629

HP http://www.yotsuba-kai.org/
MAIL enjoy-torimi@mbs.sphere.ne.jp

定休日日・月曜

HP http://www.nagoyakouseikai.or.jp
MAIL nk-works@nagoyakouseikai.or.jp

特定非営利活動法人FUKU

営業時間 9:0 ～17:0 定休日 土・日曜・祝日

一般社団法人しん

おすすめ からあげ弁当500円

チャレンジキッチン

おすすめ 立体マスク400円

【この他にも…】
・チキン南蛮弁当500円

・オムライス弁当500円
・鶏そほろ弁当500円

浄心でお弁当屋さんを営業して
います。オリジナルからあげ弁当
をはじめ9種類のお弁当を販売
致しております。また、配達等も

NPO法人 つくしの家 つくしの家

200円

【この他にも…】

・かぱん1000～3000円

・米粉のさいさいカレー500円

・ノート

200円～

・巾着袋100～500円

・ドリンク300円

・キーホルダー

300円

一般社団法人しん就労継続支援B型事業所コミュニティカフェか ぽ

縫製品を中心に作製しており、

「からだにやさしいカフェごは

立体マスクは、様々な柄やレー

ん」をコンセプトに、無農薬米や
かかぽ畑で採れた野菜など、素
材にこだわって手作りしていま
す。また、挽き立てのフェアト

精神・発達障がいのある方の思
いとアーティストとの合作で生
まれた「コパンアート」を販売し
ています(コパン:仏語で仲間の
意味)。作品一つ一つには、作者

ます。また、かばんも、一点物が
多く、少し個性的にと思われる

企業様・開業医様からもご注文

おすすめ 缶バッチ

【この他にも…】

スを使用した物も取り揃えてい

対応しておリ、これまでに地域の

地域活動支援センターとびら

おすすめ ランチボックス500円～

【この他にも…】

レード・オーガニック・コーヒー

が社会に向けて発信するメッ

.お好みのサイズで作製致しま

方に最適です。かばん・巾着を、

をお飲みいただくこともできま

地域の方々に身近に感じて頂け

す。お気軽にお問い合わせくだ

す。ご来店を心よりお待ちして

セージカードを添えました。その
他、メンバーの自主製品も販売

るお店を目指しています。

さい。

います。

しています。ぜひご覧ください。

を頂き配違をおこなっています。

西区花の木3-16-28清光ビル花の木1F 営業時間

西区城西四丁目20番2号

営業時間

西区市場木町67番地

営業時間

西区花の木三丁目17番14号 第一新日本ビル2F

TEL/FAX 052-523-6320/052-529-113611:00～13:00

TEL/FAX

052-521-9427

10:30～15:30

TEL/FAX 052-508-5665/052-508-5661

10:30～15:30

TEL/FAX O52-528-5977

MAIL npofukuadachi@gmail.com 定休日土・日碩・祝日

MAIL npo_tsukushinoie@yaho .co.jp

npo_tsukushinoie@yahoo.co.jp

(直接販売あリ)

HP http://syadanshtn.jimdo.com
MAIL cefekakapo@yahoo.co.jp

定休日 日・月・祝日

HP http://syadanshin.jimdo.com
MAIL syadanshln@yahoo.co.jp

定休日土・日曜・祝日

配達注文について 当日注文10時半まで070-5647-8007(直接お店まで)

前日までの注文070-5408-4781（担当：足立まで)仕入れ状況により承れない場合がございます。

営業時間 9:30～16:30定休日 日曜・祝日・年末年始

社金福祉法人 共生福祉会
おすすめ ドリップコーヒー

おすすめ 刺し子の布巾300円

詰め合わせ1.100円
【この他にも…】
・ドリップコーヒー各110円

.社会福祉法人 名古屋西福祉会 桜木授産所

わっばのごはん

おすすめ 日替わり弁当550円

おすすめ シフォンケーキ大700円
小350円

【この他にも…】
・鳥の鍋つかみ500円

【この他にも…】

・エコバック500円

自家農園で栽培したお米や野
菜を中心に使用したヘルシー

ワンダーワークの利用者さんが
豆を挽くところから一生懸命製
造したドリップコーヒーです!

私のイチ押し商品は「刺し子の

品添加物を出来るだけ使わず

布巾」です。授産所の利用者さ
ん自身が、刺し子糸の配色を考

に作っています。どんなおかず
かはその日のお楽しみ♪

ふわふわ食感と優しい甘さが人
気の「シフォンケーキ」。タルト
生地から手作リし、なめらかな

厳選した5種類の豆からお選び

え、下絵に沿って一針ずつ丁寧

【この他にも…】

クリームチーズとサクサクタル

いただけます。

に縫い、四辺は三つ折リでミシ

ご注文に応じてオードブル等も

各豆ごとに特徴のある味わいと

ンがけをして仕上げます。一枚

承ります。詳しくはわっぱのごは
んにお気軽にお尋ね下さい。

・焙煎豆150ｇ各550円

・アームカバー500円

・チーズケーキ200円
・オレンシパウンド400円

なお弁当です。化学調味料や食

トレ株式会社 就労継続支援B型事業所 ワンダーワーク

なっておりますので、是非飲み

仕上げるのに四日はかかる根

比べてみてください♪

気のいる作業ですが、みなさん

トの食感が楽しめる「チーズ
ケーキ」。濃厚さが自慢のパウン
ドケーキに爽やかなオレンジの
風味をプラスした「オレンジパ

※大口でのご注文をご希望される場

がんばっています。

ウンド」。どれもおすすめです!

合は事前にご連絡をお願い致します。
西区坂井戸町2191F

営業時間

西区菊井一丁目21書16号

TEL/FAX 052-502-8005/052-502-8006

8:30～16:30

TEL/FAX O52-583-4461/052-583-4460

MAIL info@wonder-g.jp

定休日土・日曜・祝日

HP https://sakuragl-jyusanjo.jp/
MAIL nisifuku@sage.ocn.ne.jp

(土・祝は営業日カレンダーに準ずる)

営業時間 9:0 ～17:0 （店頭販売なし）定休日 土・日曜・祝日

社会福祉法人 エゼル福祉会 WIL

西区庄内通1-33

営業時間

西区赤城町146番

TEL/FAX O52-522-7579/052-522-7583

8:30～17:15

TEL/FAX 052-505-6089/052-505-6089

10:00～15:00

HP https://www.wappa-no-kai.jp
MAIL gohan@wappa-no-kai.jp

(弁当販売11:00～)

HP http://ezeru.sakura.ne.jp
MAIL ezeru-will@xj.commufa.jp

定休日土・日曜

定休日土・日曜

営業時間

このカタログに掲載されている価格は、すべて消費税等込です。

