
Winds
「Winds」の風にのって
知的障害の世界を

のぞいてみませんか？

「Winds」の風にのって
知的障害の世界を

のぞいてみませんか？

★会場／新宿駅西口広場イベントコーナー

★主催／新宿区　新宿区内障害者福祉施設共同バザール実行委員会
★協力／株式会社ファミリーマート、株式会社ECA
　　　　公益社団法人　東京都宅地建物取引業協会　新宿区支部
　　　　社会福祉法人　新宿区社会福祉協議会
　　　　公益財団法人　新宿区勤労者・仕事支援センター

掘り出し物を
探しに行こう！

手づくりマーケットを
楽しもう！

ご家族、
お友だち、

みんなでイイモノ
見つけよう！

参加団体
区立あゆみの家・障害者福祉センター・新宿福祉作業所・高田馬場福祉作業所・新宿生活実
習所・障害者生活支援センター/(公財)新宿区勤労者・仕事支援センター わーくすここ・から/ 
(社福)結の会 オフィス クローバー/(社福)新宿あした会 新宿あした作業所・新宿第二あした
作業所・西早稲田あした作業所/NPO法人新宿西共同作業所ラバンス/(社福)東京ムツミ会 フ
ァロ/(社福)かがやき会 就労センター「街」・地域活動支援センターまど/NPO法人 工房『風』/
あすなろ作業所/新宿トライ工房/高次脳機能障害グループ 竹とんぼ/新宿失語症友の会/(株)
あしか/(公社)東京都盲人福祉協会 パイオニア/(社福)南風会 シャロームみなみ風/(一社)
Shant iプラーナ新宿/(株)くじら/(一社)障害者就労支援協会 コンフィデンス早稲田/NPO法
人VIVID  フレッシュスタート目白

新宿区内の障害者福祉施設や自主サークルで
制作した作品を展示します。

展示期間　12/4㈫・5㈬
10:30～20：00
（5日は17：00まで）

ギャラリーオーガード
“みるっく”にて
ギャラリーオーガード
“みるっく”にて

歌舞伎町

新宿区役所

スタジオアルタ

西武新宿駅

JR新宿駅
新宿区歌舞伎町1-30
（新宿大ガード下・北側歩道）
アクセス：JR新宿駅西口　徒歩5分
西武新宿線西武新宿駅　徒歩1分

＜展示期間＞
平成３０年１１月２２日（木）～平成３０年１２月２０日（木）

外山喜雄+デキシーセインツ外山喜雄+デキシーセインツ

その他の出演者も予定しております。

第13回
新宿区内障害者福祉施設

共同バザール
障害者作品展

お問い合わせ
新宿区福祉部障害者福祉課

TEL:03-5273-4253
FAX:03-3209-3441
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撮影/鈴木智哉

提供協力/Co-Co Lifeタレント部

撮影/鈴木智哉

提供協力/Co-Co Lifeタレント部

寺田ユースケ寺田ユースケ
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NPO法人舞はんど舞らいふNPO法人舞はんど舞らいふ

in 新宿区
in 新宿区

※5日は17：00まで
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体験コーナー
ブラインドサッカー 4日（火）
ボッチャ 5日（水）

体験コーナー
ブラインドサッカー 4日（火）
ボッチャ 5日（水）

やってみよう！やってみよう！
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手づくり
マーケット
手づくり
マーケット

障害者
作品展
障害者
作品展

日本の伝統工芸である七宝焼き　
を可愛くアレンジしました。

ファロ
TEL:3350-4437　FAX:3350-4438

日本の伝統工芸である七宝焼き　
を可愛くアレンジしました。

ファロ
TEL:3350-4437　FAX:3350-4438

すべて一点モノの手作り
アクセサリーです。
プラーナ新宿

TEL:6273-2633　FAX:6273-2956

すべて一点モノの手作り
アクセサリーです。
プラーナ新宿

TEL:6273-2633　FAX:6273-2956

あんこたっぷりの「まりそる」
人気商品です。

高田馬場福祉作業所
TEL:3367-2939　FAX:3367-2960

あんこたっぷりの「まりそる」
人気商品です。

高田馬場福祉作業所
TEL:3367-2939　FAX:3367-2960

ペットボトルのふたが変身！
エコなマグネット
わーくす ここ・から

TEL:3208-1609　FAX:3200-3327

ペットボトルのふたが変身！
エコなマグネット
わーくす ここ・から

TEL:3208-1609　FAX:3200-3327

落合店で人気のパン2種です。
ランチにぴったりの食べきりサイズ。

お土産としてもどうぞ。
就労センター「街」 スワンベーカリー落合店
TEL:3952-9975　FAX:3952-9976

落合店で人気のパン2種です。
ランチにぴったりの食べきりサイズ。

お土産としてもどうぞ。
就労センター「街」 スワンベーカリー落合店
TEL:3952-9975　FAX:3952-9976

「大人かわいい」オリジナル刺繍布の作品です。
新宿生活実習所

TEL:5229-5850　FAX:5229-0620

「大人かわいい」オリジナル刺繍布の作品です。
新宿生活実習所

TEL:5229-5850　FAX:5229-0620

ちょっとしたお出かけに最適です。
株式会社あしか

TEL:6273-1021　FAX:6273-1871

ちょっとしたお出かけに最適です。
株式会社あしか

TEL:6273-1021　FAX:6273-1871

煎りたて、挽きたての
自家焙煎コーヒーです。
西早稲田あした作業所                          

TEL:5155-3340　FAX:5155-3350   

煎りたて、挽きたての
自家焙煎コーヒーです。
西早稲田あした作業所                          

TEL:5155-3340　FAX:5155-3350   
イタリアの栗を使用した贅沢な焼菓子です。

新宿第二あした作業所
TEL:5285-4837　FAX:6380-3839

イタリアの栗を使用した贅沢な焼菓子です。
新宿第二あした作業所

TEL:5285-4837　FAX:6380-3839

しっとりとして柔らかいラスクと
サクサク食感が癖になるラスクです。

新宿福祉作業所
TEL:3232-3715　FAX:3232-3991

しっとりとして柔らかいラスクと
サクサク食感が癖になるラスクです。

新宿福祉作業所
TEL:3232-3715　FAX:3232-3991

伝統工芸の組紐で作った
アクセサリーです。
あすなろ作業所

TEL:3203-6813　FAX:3203-6813

伝統工芸の組紐で作った
アクセサリーです。
あすなろ作業所

TEL:3203-6813　FAX:3203-6813

デニムのパンツをリメイクしました。
株式会社くじら

TEL:6274-8977　FAX:6274-8978

デニムのパンツをリメイクしました。
株式会社くじら

TEL:6274-8977　FAX:6274-8978

点字用紙をリサイクルしブーツを作りました。
パイオニア

TEL:3208-9001　FAX:3208-9005

点字用紙をリサイクルしブーツを作りました。
パイオニア

TEL:3208-9001　FAX:3208-9005

豊富なデザインと
こだわりの手作りが売り！
オフィス クローバー

TEL:3365-4177　FAX:3365-4178　

豊富なデザインと
こだわりの手作りが売り！
オフィス クローバー

TEL:3365-4177　FAX:3365-4178　

さくさく！ジュワ！新食感のポップコーン
シャロームみなみ風

TEL:5579-8412　FAX:5579-8413

さくさく！ジュワ！新食感のポップコーン
シャロームみなみ風

TEL:5579-8412　FAX:5579-8413

国産原料使用の素朴なおせんべいです。
コンフィデンス早稲田

TEL:6233-9714　FAX:6233-9715

国産原料使用の素朴なおせんべいです。
コンフィデンス早稲田

TEL:6233-9714　FAX:6233-9715

手のぬくもりを感じる個性
豊かな作品ばかりです。
地域活動支援センターまど

TEL:3200-9376　FAX:3200-9345

手のぬくもりを感じる個性
豊かな作品ばかりです。
地域活動支援センターまど

TEL:3200-9376　FAX:3200-9345

マーブリングで染めたハンカチと
余った布を使ったくるみボタンです。

他にもたくさんの商品をご用意しています！
あゆみの家

TEL:3953-1230　FAX:3953-1053

マーブリングで染めたハンカチと
余った布を使ったくるみボタンです。

他にもたくさんの商品をご用意しています！
あゆみの家

TEL:3953-1230　FAX:3953-1053

ビーズアクセサリーと
押花のはがきです。
工房『風』

TEL:3952-6014　FAX:3952-6044

ビーズアクセサリーと
押花のはがきです。
工房『風』

TEL:3952-6014　FAX:3952-6044

生活クラブ生協の材料を使用、
無添加の犬のクッキー
フレッシュスタート目白

TEL:6908-3663　FAX:6908-3664

生活クラブ生協の材料を使用、
無添加の犬のクッキー
フレッシュスタート目白

TEL:6908-3663　FAX:6908-3664

食紅や段ボールをまぜて色づけしています。
新宿トライ工房
TEL:5287-2825

食紅や段ボールをまぜて色づけしています。
新宿トライ工房
TEL:5287-2825
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参加店舗の目玉商品一覧です。

この他にもたくさん素敵な商品が目白押しです！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

参加店舗の目玉商品一覧です。

この他にもたくさん素敵な商品が目白押しです！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

in 新宿
in 新宿


