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近年、多くの方がボランティア活動を経験されています。
ボランティア活動を体験した方から、

「ボランティアを通して、自分のほうが元気をもらった」
という言葉が、よく聞かれます。

誰かを思う行動から生まれる、心の元気と幸せのチカラが
これからの未来をつくる、と私たちは確信します。

霊友会福祉センターは、昭和５２年（1977年）以来、
障がい者、家族・介助者、ボランティアの三者が

お互いの「できること」を持ちより、三者それぞれが、みんなの幸せを考えて行動する
「三者みんながボランティア」の活動を推進してきました。

みんなが認め合い支え合って生きる人間関係を地域につくろうと活動する中で、
誰かを思う行動から、心の元気と心の幸せが生まれることを実感しました。
私たちは、心の元気と心の幸せが、まわりの人たちに連鎖していく

笑顔が溢れる地域と未来を目指して活動しています。

霊友会福祉センターは、障がいのある方もない方も、心豊かに生きられる
社会環境づくりを目指して、さまざまな事業・活動を行っています（18頁～22頁参照）。

その一つが、福祉ショップ「はるかぜ」です。

福祉ショップ「はるかぜ」は、購入することで
障がいのある人たちの自立支援になる商品を販売しています。

　障がいのある人たちの就労支援、経済的自立に向けた支援のために、昭和 60 年
(1985年)2 月、霊友会福祉センター内に福祉ショップ「はるかぜ」を開設
し、福祉作業所や就労支援施設などで製作された作品の陳列・販売を始めました。
　その後、平成13 年（2001年）、福祉作業所や就労支援施設で丹精込めて作られた
商品の良さをより多くの方々に知っていただくために、立地条件の良い国道1号線の
飯倉交差点（港区麻布台）近くに移転しました。
　平成14年(2002年)、東京都社会福祉協議会、認定ＮＰＯ法人日本セルプセンター
の協力を得て、22の福祉施設、作業所の商品の販売支援を始めました。
　平成17年（2005 年）現在地に移転し、アンテナショップの機能をもたせた店舗と
なりました。近隣住人のみなさまのほか、訪日外国人や仕事途中のサラリーマンが立
ち寄られています。
　また、この販売場所は全て無償提供しており、障がいのある人の就労支援、経済的
自立に向けた支援に繋がっています。

福祉ショップ [はるかぜ ]
いんなあとりっぷビル２Ｆ
◇連絡先
ＴＥＬ：03-5563-2510
ＦＡＸ：03-5563-2541
◇営業時間
10時 00分～ 17時 00分
水曜日、日曜日、祝日は定休日です
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  福祉ショップ「はるかぜ」　に出店している作業所一覧
紹介している商品は、いずれも一つひと　つ丁寧に心を込めて作られた商品です。

プレゼントや贈答品にも最適です。掲載している商品以外にも、 　豊富な商品を取り揃えております。是非お立ち寄りください。 　
また、新規出店を希望される福祉作業所、　就労支援施設をお待ちしております。　

　　　　　　　　　詳細は福祉ショップ「はるかぜ」　03-5563-2510までお問い合わせください。　

  福祉ショップ「はるかぜ」　に出店している作業所一覧
紹介している商品は、いずれも一つひと　つ丁寧に心を込めて作られた商品です。

プレゼントや贈答品にも最適です。掲載している商品以外にも、 　豊富な商品を取り揃えております。是非お立ち寄りください。 　
また、新規出店を希望される福祉作業所、　就労支援施設をお待ちしております。　

　　　　　　　　　詳細は福祉ショップ「はるかぜ」　03-5563-2510までお問い合わせください。　

作業所の紹介

平成2年(1990)
4月開設

地域社会の中でのびのびと暮らしながら、社会的・経済的な自立を目指す
ことを目標に活動している、障がいを持つ方の就労支援施設です。地域のた
くさんのボランティアに支えられ明るく和やかな事業所です。

: 〒144-0051 東京都大田区西蒲田3-19-1　ふれあいはすぬま2階
: 03-3752-5959　　　　　　: 03-5755-3205
:kirinkan@nifty.com
:http://kirinkan.world.coocan.jp/index.html

住 所
T E L
Ema i l
U R L

（就労継続支援Ｂ型事業所）

主な製品づくり

ホルターネック
エプロン

キッチンを華やかにしてくれる
女性らしいエプロンです。

ポーチ(大)

パッチワークを施した
ポーチです。

価格：1,000円
　　 1,200円

ペンケース

取り出しやすく、使い勝手の良いペン
ケース。小物入れとしても使えます

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）
樹林館（きりんかん）

F A X

価格：1,200円 価格：500円

＜布製品＞ポーチ、メガネケース、ペンケース、バックなど
＜クッキー、ケーキ類＞クッキー、パン

・特別大量注文もうけたまわります。

すずらん通り
大田都税前

蓮花寺

樹林館
東
急
池
上
線

蓮
沼
駅

大田幸陽会
さわやか

ワークセンター

＜カフェ事業＞
平成29年5月　OPEN

主な製品づくり

イロイロランチ

玄米ご飯と新鮮な野菜
をたっぷり使った日替
わりランチプレートで
す。

1,000円
ロースイーツ

カシューナッツとココナッツオイル
を加えたアイスケーキです。加熱せ
ずに調理することで酵素を体に取り
入れることができます。

400円

特定非営利活動法人 樹林館
cafe vario (カフェ ヴァリオ) 

: 〒146-0094
  東京都大田区東矢口1-7-20
: 03-4283-1824
: http://kirinkan.world.coocan.jp/
: cafe.vario@jg8.so-net.ne.jp

住 所

T E L
U R L
E-ma i

新鮮な野菜や玄米など、植物性食材のみで作った体にやさしい
ボリュームたっぷりの食事を提供しています。

作業所の紹介

ヴァリオカレー

パプリカ、ナス、オクラ、カボチャ
などが添えられ. 野菜の旨みが 
いっぱいで、スパイスの風味が
活きているカレーです。

800円池
上
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駅
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園
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ビ
ニ

小学校

cafe VARIO
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平成2年(1990)
9月開設: 〒207-0013

  東京都大和市向原4-33-9
  マンションブルーバード101
: 042-566-4001
: 042-567-4766

住 所

T E L
F A X

革作業だけではなく資源回収や家事援助、ケーキ作りなど様々な作業を
行っています。日々の活動を通じて利用者の地域生活をサポートしています。

作業所の紹介

主な製品づくり 印鑑ケース
3×8.5cm　
他にはないオリジナルの刻印や
染色が就職のプレゼントなどに喜
ばれています。

しおり
3×13cm　
ぼかしも自由に染色で
きるので、カラフルな作
品ができます。ちょっと
したプレゼントにもご
利用いただけます。

270円 ペンケース
6×16cm　
ボールペンが3、4本入ります。
バックの中に入れておくと便利で
す。

特定非営利活動法人生活支援センター207
第2あとりえトントン

1,300円～

2,000円～

＜革製品＞バック、札入れ、小銭入れ、ペンケース、
キーホルダー、印鑑ケース

＜ケーキ類＞フルーツ、クルミ、マーブル、プレーン、チーズ
・各種注文もうけたまわっています。ご相談ください。

首都
高速
４号
新宿
線

学校法人富士見丘学園
中学校高等学校

区立笹塚
中学校

富士見
女高前

ふれんど

サミットストア

笹塚
駅

昭和62年(1987)
4月開設

渋谷区笹塚にあり、知的障がいの方など23人が働いています。若々しく活気
にあふれた雰囲気の中、織り物や手作りスリッパの製作等の活動をしてい
ます。

作業所の紹介

・手作りスリッパ
・織物製品（ポーチ等）

主な製品づくり

手作りスリッパ

フェルト底で軽く、すべり止めもついており、かかとから
つま先までしっかりスポンジが入っており、市販品に
はない多様な柄とソフトなはき心地が特徴です。

Mサイズ800円～Lサイズ1000円～

特定非営利活動法人 絆の会
福祉作業所 ふれんど　  

: 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-33-9
: 03-3299-2694　　　　　　: 03-3299-2695
:kizunanokai@surippa.org
:http://friend-kizuna.com/

住 所
T E L
Ema i l
U R L

F A X

平成4年(1992)
5月開設社会福祉法人 ひばり福祉会

集いの家
: 〒183-0026
  東京都府中市南町1-45-1
: 042-360-0044
: 042-360-0053

住 所

T E L
F A X

集いの家は、『障害をもった方々に”働く場を提供し”、生きがい”を感じられる施
設を目指しています』。また、日々の作業の中で仲間たちと集いあい、出来るところ
を助け合いながら、心身の健康を保持し、社会参加することを目的として活動し
ています。

作業所の紹介

主な製品づくり

スタンプ帳

古紙を再利用したスタ
ンプ帳です。

　　500円
水耕栽培キット

古紙を再利用した容器付きの水
耕栽培キットです。かいわれブ
ロッコリー、ルッコラ、カイワレ
大根の各種スプラウトがありま
す。

350円

ラベンダーアロマキット

ドライラベンダーを詰めた香り袋で
す。同梱の『わかたけ作業所』製ミニ
バスケットに入れて、自然の香りを
お楽しみください。

500円古紙を再利用した製品
ドライラベンダーの香り袋
水耕栽培キットなど
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ビーズ作品
ストラップ
アクセサリー

主な製品づくり ストラップ

スワロフスキーを全面的に使用した、
きらきらと輝く贅沢な携帯ストラッ
プです。

リング

スワロフスキーを使用し
た指輪です。

1,000円（税別） メガネストラップ

ベーシックなデザインにスワロフス
キーの輝きが良く映えるメガネ用スト
ラップです。

平成5年(1993)
4月開設

社会福祉法人 港福会
就労継続支援B型事業所
みなと工房

: 〒105-0023
  東京都港区芝浦1-14-8　ベルハイム田町201
: 03-3455-8140
: 03-6421-4005
: http://koufukukai.la.coocan.jp
: koufukukai@nifty.com

住 所

T E L
F A X
U R L
E-mail

作業所の紹介みなとパーク芝浦

みなと工房は、心の病を持つ人たちが、各自の目標にむかい、通所している場所
です。毎日、老若男女が共同して、外に出ること、仲間を作ること、仕事をすること
などの楽しさを感じています。

1,000円（税別）

800円（税別）

・リボンで編んだコースター・なべしき
・革製品

主な製品づくり

カラフルコースターカラフルなべしき

綺麗なリボンを編んで作った素敵ななべしき＆コース
ターです。喫茶店でも使用されている便利な商品です。
色によって季節感が出ますので、お部屋のインテリア
としてもお使い頂けます。使い方はあなた次第です。

100～200円

＜ドリームクラブハウス＞

えと・星座キーホルダー

干支と星座の刻印をおしたキーホルダーです。ス
トラップもあります。一つ一つ手づくりなので同じ
ものはありません。リボンでラッピングしてありま
すのでプレゼントにも最適です。

200円

＜ドリームクラブハウス＞平成6年(1994)
10月開設社会福祉法人

ゆめグループ福祉会
: 〒136-0073
  東京都江東区北砂1-14-4
: 03-3644-6773
: 03-3644-0628
: http://www.yumegroup.or.jp/
: yumekobo@yumegroup.or.jp

住 所

T E L
F A X
U R L
E-ma i

7つの作業所、寮などからなるグループ。障がいの種別を超えた利用と、仕事別
に作業所を選べることが特徴。製品づくり以外の仕事は、情報処理、発送代行、
パソコンリサイクルなど、120人以上が働いています。

作業所の紹介

<問い合わせ先>社会福祉法人 ゆめグループ福祉会  03-3644-6773

布製品、袋物、ポーチ、ティッシュカバーなど

主な製品づくり ふくろうの根付

布製の根付です。ふくろうは「不苦
労」ということで福を呼ぶ縁起物
として人気があります。

200円

ポーチ

布製のカラフルなポー
チです。カバンやベルト
に付けて下げられるよ
うになっています。

800円
キーケース

布製のキーケースです。可愛らし
い犬の形をしています。

500円

もぐらの家は昭和44年に発足し、27年におよぶ無認可時代を経て、平成7年に
社会福祉法人認可施設を取得した障害者支援施設です。だれもが自分らしく、
生きがいを持って生きられるよう支援します。

作業所の紹介

平成7年(1995)
12月開設
法人認可取得

社会福祉法人 つばき土の会
障害者支援施設 もぐらの家

: 〒132-0003
  東京都江戸川区春江町3-21-6
: 03-3679-0110
: 03-3679-0148
: http://mogura3679.ec-net.jp/

住 所

T E L
F A X
U R L
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クッキー、ケーキ、アップルパイ、マドレーヌ、
カヌレなど

主な製品づくり かすたねっとクッキー

甘ずっぱい特製のジャムをサン
ド。サクサクのクッキーとのハー
モニーをお楽しみください。

308円（税込）

チョコレートケーキ

第４回ユニバーサル
ベーキングカップ─パ
ン・焼き菓子部門の銅
賞受賞。ビタースィー
トな大人の味。

443円（税込）
キヌアクッキー
健康に良いと注目の食品、キヌア
を使ったクッキーです。ペルー産
のキヌアは、繊維、カルシウム等が
豊富で、消化も良く、高血圧等の成
人病にも効果がある穀物です。

360円（税込）

昭和61年(1986)
4月開設

社会福祉法人 花水木の会
かすたねっと

: 〒176-0001
  東京都練馬区練馬2-1-9
: 03-3948-1640
: 03-6914-5516
: www.casta.jp
: info@hanamizukinokai.com

住 所

T E L
F A X
U R L
E-mail

知的障がい者が生き生きと元気に働けることを願って、昭和61年にオープンしま
した。障がい者と健常者が共に生きられる社会へ向けて、皆様に親しまれる店づ
くりに努め、クッキーを通して交流を重ねています。

作業所の紹介

・お弁当、ケーキ　・アンパンマン指人形　・味噌

主な製品づくり平成9年(1997)
10月開設社会福祉法人 ほしづきの里

工房 ひしめき
: 〒248-0031
  神奈川県鎌倉市鎌倉山2-8-34
: 0467-33-0882  F A X: 0467-33-0765
: http://www.hoshiduki.com/
: tedukuri@hoshizuki.or.jp

住 所

T E L
U R L
E-mail

60人のご利用者がお弁当業務、手芸や食品加工を仕事としています。自
治会に参加したり、オンブズマン利用等など、本人の権利を守ってゆく活
動も活発です。

作業所の紹介

くまのリバーシゲーム
ままごとケーキ

くまの形の駒のリバーシゲーム
です。フェルト製のケーキは自
由にデコレーションができます。

くじら
釣り遊び

くじらはマスコットをつけた
りはずしたり出来る手遊び
に、釣り遊びはマグネットで
マスコットを釣り上げて大漁
を目指そう！

1,300円
1,000円

アンパンマン指人形シリーズ

大人気のアンパンマンを指人形
に仕上げました。全10種類。

550円

1,000円～

ストラップ（ぽっくり）

木工の可愛らしいぽっくりで
す。

木工のクルマ

各種動物（ゾウ、キリン
など）や車の形をした
木工のクルマです。

600円～
おままごとセット

自然素材を活かした人にやさ
しいセットです。プレゼントに
ぜひどうぞ。

700円

500円

共同作業所 オーク(OAK)
: 〒171-0014
  東京都豊島区池袋2-53-13　ルート池袋第二ビル４F
: 03-5992-8287 
: 03-5992-8287
: oak@enomoto-clinic.jp

住 所

T E L
F A X
E-mail

平成８年（1996）
４月開設

アルコール依存症・薬物依存症などアディクション（嗜癖）に問題のある人やその
他精神障がいを持っている人たちのための作業所です。日々の生活や仕事を通し
て地域の方々との交流を図りながら自立を目指しています。

しおり、動物シリーズ、小銭入れからめがねケース、セ
カンドバックなど小物～大物までいろいろ取り揃えて
おります。使い込む程にじわ～と味わいの出る作品ば
かりです。全てにおいてオーダーメード可能。さらにアフ
ターフォローもばっちりです。

主な製品づくり

作業所の紹介

マルイ

池袋五差路

郵
便
局

東京芸術劇場

西口 ロータリー東武

劇場通り

池袋駅

池袋駅　西口徒歩７分

共同作業所オーク
ルート池袋第二ビル
Ｆ４

ロサ
会館

10 11



昭和62年(1987)
活動開始
平成14年(2002)
法人認証取得

特定非営利活動法人(NPO法人)
FHCYアジア障害者パートナーズ

アジアの障がい者は、医療・教育・就労・貧困などの問題をかかえ、生活の様々な
面で困難に直面しています。私たちは、タイを中心とした現地のNPOと共同した
プロジェクトや、人材育成事業、国内での活動などを通じて、アジアの障がい者の
パートナーとして、活動の輪を広げていきたいと思います。

作業所の紹介

: 〒234-0054
  神奈川県横浜市港南区港南台2-10-5
: 045-831-8870　F A X : 045-831-8871 
: http://www.fhcy.org
: info@fhcy.org

住 所

T E L
U R L
E-mail

・ヤシ皿
・ヤシ小鉢
・ココナツペンダント
・象のクッション
・布製のマスコット

主な製品づくり 布製のマスコット

障害者作業所Ｇｏｓｏｄｏ(ゴー・ソー・ドー)で
は、布製品、ジャスミンの造花などを作ってい
ます。愛嬌のあるネコ、ゾウのマスコットをお
手元に。

400円

ココナツペンダント

障害者工房ポカラの製品です。ココナツの殻
を糸ノコで一つ一つ丁寧に切り出して作ら
れたデザイン・ペンダントでトロピカルを演
出してみませんか？

800円
ダイエー

四友田公園

ちどり団地入口

安養寺前

港
南
台
中
央
公
園

JR根岸線
ＪＲ港南台駅

ＦＨＣＹ
アジア障害者
パートナーズ

主な製品づくり昭和58年(1983)
４月開設
平成13年(2001)
４月法人認証取得

社会福祉法人　桂会
就労継続支援Ｂ型
あしたば作業所

: 〒187-0011
  東京都小平市鈴木町2-187-3
: 042-467-8071
: 042-467-8112

住 所

T E L
F A X

主に片マヒと失語症の障がいを持った人達が、働いています。木工製品（パズル・
組木）の製作、販売を通して、より多くの人々にこの障がいの知識と理解を深め
てもらう為に活動を展開しています。法人認可されてからは、障がい種別を問わ
ない利用が可能となりました。

作業所の紹介

木工製品パズル、組木、マグネット、クリップ、多目的
ボックスなど

主な製品づくり 木工パズル　５匹の動物

サイズ9.5×12.0　
材質　シナ合板・アクリル絵の具
5匹の動物が覚えられると人気の
商品です。価格も手ごろです。

630円

木工パズル　アニマル11匹(小)

サイズ12.0×17.0　
材質　シナ合板・アクリル
絵の具
動物が11匹、パズル性の
高い商品です。

1,575円
木工組木　子猫と魚

サイズ（小） 6.0×10.0
 （中） 8.0×14.0
 （大）10.0×17.0
材質　桂（無垢板）

735円、1,050円、1,260円

花小金井駅

西友

花屋

コナカ

ジョリーパスタ

あしたば作業所

綿、キルト、ナイロン等の素材を使った手提げ袋を作成し
ています。その他カードケース、定期入れ、ペンケース、傘
入れ等があります。

主な製品づくり カードケース

綿プリント生地を表地とした商品で
色々なカードが収納できるように
なっています。

750円

キルト素材の手提げ袋

黒地ベースにハート柄の
ラメが総柄で入っていま
す。３種類のサイズと、肩
掛けタイプがあります。

600円～
弁当袋＋ランチョンマット

綿プリント生地を使った巾着袋と
共生地で作られたランチョンマッ
トがセットになっています。

500円

平成６年(1994)
４月開設
平成18年(2006)
９月法人認証取得

心に色々な悩みを抱えながらも、社会復帰を目指す人々の集いの場です。物作り
やレクリエ―ション等の活動を行っています。

作業所の紹介

NPO法人 福祉作業所
ユニバースショップ

: 〒176-0012
 東京都練馬区豊玉北5-6-2 ＭＳＫ練馬ビル１階
: 03-3994-1885
: 03-3994-1885
: uni-shop@hotmail.co.jp

住 所

T E L
F A X
E-mail

ユニバースショップ

練馬駅

警察署

消防署

豊玉保健相談所

三井住友
銀行

西京信用
金庫

練馬
郵便局

練馬
区役所

都営
大江戸線

西武池袋線 至 池袋
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昭和58年(1983)
11月開設
平成15年(2003)
９月法人認証取得

社会福祉法人 日野青い鳥福祉会
あおいとり日野

: 〒191-0054
  東京都日野市東平山3-1-27
: 042-584-3346 
: 042-584-3347
:http://www.aoitori-hino.com

住 所

T E L
F A X
U R L

あおいとり日野は、日野市手をつなぐ親の会が母体で、知的障がいをもつ方の安
心で豊かな地域生活を支援する施設です。平成19年4月に日野市東平山にピン
クとブルーの施設がオープンしました。みなさん生き生きと活動をされています。

消防署豊田出張所

富士電機

北野街道

豊
田
陸
橋

平
山
橋

JR 中央線
豊田駅

作業所の紹介
平山城址公園

あおいとり日野

・布製品：布巾、小袋など。
・革製品：動物小物入れ、ストラップぞうなど。

主な製品づくり ストラップぞう
本革製で、人気の商品です。

350円

動物小物入れ

小物入れはかわいい動物
の顔になっています。
suicaやパスモ入れにも使
えます。

350円
布巾、小袋

一針一針心をこめて刺しゅうし
た布巾や小袋、かわいいステン
シルを施した布巾です。

200～500円

木工製品だけでも約60種類の色々な製品があ
ります。その他にも陶芸品・紙製品・はたおり製
品も作っています。オリジナル製品のロゴは＜
COSY＞（心地の良い）で、キャラクターは夢を
食べる＜バク＞です。

ひっくりかえるズ

乗っかってても、バラバラでもな
んともかわいいかえる達です。5
匹でも意外と難しいパズルです。

1,000円

かたつむり
セロハンテープカッター

10年以上愛されている人
気製品です。使えば使うほ
ど手になじみ、木のぬくも
りが温かい一品です。

1,200円

いもむしのかぎ掛け

カラフルで表情が愛らしいいも
むしくんです。鍵も掛けやすく、た
くさん掛けても大丈夫です。

900円

上溝駅

横山公園

市役所
県立相模原高校

Ｒ１６

相模原駅
昭和34年（1959）
法人認可取得
【すこやか保育園】
平成13年(2001)
4月開設

社会福祉法人 さがみ愛育会
のびやか

: 〒252-0242
  神奈川県相模原市中央区横山4-12-14
: 042-757-2130　F A X :  042-776-6997
: http://nobiyaka.sukoyakahoikuen.jp/
: nobiyaka@a2.rimnet.ne.jp

住 所

T E L
U R L
E-ma i

一人一人の力に合わせて、いろいろな製品作りに取り組んでいます。また、仲間
や地域の人たちと楽しく交流したり、人との関わりを中心に心地よく（ＣＯＳＹ）、
のびやかに過ごせる生活の場を目指しています。

すこやか保育園
のびやか

作業所の紹介

主な製品づくり

平成11年(1999)
12月開設
NPO法人認証取得

福祉施設、高齢者デイケア、NGO、国際交流等の手作り製品の販売、支援を行っ
ています。

ＮＰＯ法人共働事業所
あいあむ

: 〒191-0062
  東京都日野市多摩平6-39-13
: 080-5379-7085
: 042-583-6238
: http://www.hinocatv.ne.jp/̃shinmyo/index1.htm
: aiamyuuko1@yahoo.co.jp
: http://white.ap.teacup.com/ai-am/

住 所

T E L
F A X
U R L
E-mail
ブログ

・布製品（巾着、小物）
・木製品（ストラップ、パズル）
・アクセサリー（ネックレス、ブレスレット）

巾着
バングラディシュの女性自立を目
的とした巾着。全面刺子の上に刺
しゅうが美しい。

450～1,800円

子ネコクリップ

東京都日野市コミュニ
ティ･カフェの高齢者、ヘ
ルパーさんたちの手づく
りクリップ

350円～

トンボ玉ストラップ

八王子市木馬工房の手づくりトン
ボ玉を組みひもで作り上げたオリ
ジナル品。

680円

至 

新
宿

至 

八
王
子実践女子大学

市立大坂上中学校

国道256号

中央自動車道

国道20号

都立日野台高校

市立第五
小学校

ＮＰＯ法人
共働事業所
あいあむ

Ｊ
Ｒ
日
野
駅

作業所の紹介

主な製品づくり
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新規出店を希望される福祉作業所、就労支援施設をお待ちしております。

詳細は福祉ショップ「はるかぜ」03-5563-2510まで
お問い合わせください。

昭和53年(1978)4月開設
平成26年4月
特定非営利活動法人ＥＧＡＯひま
わり工房として育成会より独立

JR相模線の上溝駅から徒歩10分。
生活介護の知的障害の方が、はた織りの仕事をしています。糸の染めから販売
までを工房内で行っています。
他にも、しいたけ（菌床）の栽培と販売も行っています。

作業所の紹介

特定非営利活動法人ＥＧＡＯ
ひまわり工房

: 〒252-0226
  神奈川県相模原市中央区陽光台2-2-6
: 042-754-3405　　F A X : 042-711-7575
: http://www.egao-himawari.com

住 所

T E L
ブログ

星が丘バス停

星が丘バス停

スーパー
O.K

交番セブンイレブン

←県道57号線
　相模線・上溝駅

国道16号線→
淵野辺駅

ひまわり工房

マフラー、ショール、カバン、マット、ベスト、
ポーチ、ペンケース、キュービックポーチ
袱紗、携帯ケース、デジカメケースなどがあります。

主な手織り製品 ポーチ

織り糸の染めと、織り手の感性が作
り出す絶妙な色彩が人気の秘密で
す。使い込めば込むほど、素敵な風
合いをかもし出します。通帳や、お化
粧品入れにどうぞ。

1,000円～1,500円

7,500円～
キュービックポーチ

形が可愛らしく、薬や鍵など化粧
小物入れとして、またプレゼント
にも最適です。

500～700円
国産シルクのショール

４種類の質の良い国産
シルクを使い、丁寧に織
られています。冠婚葬祭
に是非、ご利用ください。

西多摩療育支援センター　楽(がく)
http://kakufuh.com/nishitama/hospitalization/
町田ゆめ工房
http://www.machida-yumekobo.com/main.html
で作られた製品を販売支援しています。

主な製品づくり 乾燥こんにゃく（ゆめ工房）

ムカゴ芋こんにゃく芋で作った乾燥タイプの
糸こんにゃく。常温で長期保存が可能です。
スープや鍋料理にそのまま投入できます。

600円

巾着（ゆめ工房）

着物の生地を使用しリバーシブ
ルに縫製しています。木のビーズ
は、ゆめ工房の庭の木の枝から
作っています。

1000円
布ぞうり（ゆめ工房）

布で編む懐かしい和の室内履きです。巾着の
布の端材、肌にやさしい素材の着物、浴衣、
綿、シルクを使用しています。

1,000円

平成29年(2017)
3月開設
NPO法人認証取得

障がいがある者とない者が一緒にスポーツを行い、障がい者スポーツの普及推
進を目的に活動しています。また、障がい者施設で作られた製品の販売支援も
行っています。

作業所の紹介

特定非営利活動法人
障がい者スポーツクラブ
ＨＩＭＡＷＡＲＩ

: 〒198-0051
 東京都青梅市友田町2-158
: 090-1428-6272　 F A X : 0428-22-5076
: npo2017omehimawari@gmail.com
: https://npohimawari2017.amebaownd.com/
: https://www.facebook.com/himawari199807/

住 所

T E L
E-mail
H P
Faceboook

コスモ石油介護老人
保護施設

首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

小
作
駅

西口

ＨＩＭＡＷＡＲＩ 多
摩
川

友田

河辺東

小作坂下

木のはがきやパズルなどの木工製品を中心とし
ています。
暖かみのある製品作りを心掛けています。

主な製品づくり 木のはがき

実際に120円切手を貼ってポストに投
函できます。
植物や干支などをモチーフに、たくさん
の種類があります。

100円

木製パズル

簡単な型ハメや、ちょっと複雑な
ものまで、値段も500円からあり
ます。
きこりのイチオシです。

500円～
その他

革小物や、ひのきを使ったブロック、ミニカ
トラリー、杉板の鍋敷きなどがあります。
1点もののオーダーメイドによる制作も
受け付けています。

昭和62年(1987)
開設

きこりは、メンバーひとりひとりが社会の重要な一員として有意義な時と場所を
持つことを目的として昭和62年に地域作業所として設立されました。木工作業
を中心に自主製品製作を行っています。木を切る、磨く、色を塗るなど、それぞれ
にあった活動を楽しく笑顔で行っています。

作業所の紹介

: 〒252-0234
 神奈川県相模原市中央区共和3-5-6
: 042-752-8266
: 042-719-1500
: https://www.npokikori.com

住 所

T E L
F A X
U R L

特定非営利活動法人きこり
ウディ―ショップきこり

鹿沼公園

淵野辺淵野辺

16

57

淵野辺駅
南口入口
淵野辺駅
南口入口

淵野辺駅
南口
淵野辺駅
南口

共和四丁目共和四丁目

共和三丁目共和三丁目

共和一丁目共和一丁目

相模原私立
共和中学校
相模原私立
共和中学校

神奈川県立相模原
中央支援学校

神奈川県立相模原
中央支援学校

相模原市立共和小学校相模原市立共和小学校

淵野辺駅

ウディ―ショップきこり
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みんなが幸せになるための行動を福祉と呼ぼう！
～一人ひとりの行動から、みんなの幸せが生まれます～

ＳＤＧsとは、世界が2016年から2030年までに達成すべき 17
の環境や開発に関する国際目標のことで、日本では「持続可能
な開発目標」と訳されます。
2015年9月の国連サミットで世界193 か国が合意し、様々な
環境に配慮しながら、持続可能な暮らしや社会を営むために政
府や自治体、非営利団体だけでなく、民間企業や個人などにも
共通した目標です。

外務省SDGs関連サイト　　　 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html

　霊友会福祉センターは、障がいのある方もない方も、お互いが笑顔で思いやり溢れる共
生社会を目指しています。障がい者の自立支援を通して、様々な企業・団体・NPO・個人
とのネットワークを広げ、共に取り組んでいきます。

○障がい者や社会的弱者の方の働き甲斐と自立を応援します。
・福祉作業所や就労支援施設の商品を紹介する機会を増やし、商品の良さを伝えてい

きます。
・授産のための技術講習を行い、自立支援とボランティアの育成をします。
・自然環境への負荷の少ない、安全な商品提供を行います。

○国籍や地域、文化や宗教、多様な背景をもった人たちの違いを認め合い、尊重し合え
る地域づくりを応援します。

○霊友会福祉センターは、ＳＤＧs に賛同し、下記の団体と力を合わせてＳＤＧs の目
標達成の推進に取り組みます。
・福祉ショップ「はるかぜ」出店施設ネットワーク
・全国「三者の会」ネットワーク、NPO「三者・こころの福祉」
・日本盲人社会福祉協議会ネットワーク
・全国視覚障害者情報提供施設協会ネットワーク
・サピエ図書館ネットワーク
・全国音訳ボランティアネットワーク

霊友会福祉センターの事業

◆霊友会法友文庫点字図書館
〒106-0041
東京都港区麻布台1-11-4 いんなあとりっぷビル 7 階
電話： 03-3586-5755 / FAX： 03-5563-2541

　昭和３４（1959）年４月、霊友会青年部の点訳活動によって、完成した点字図書を蔵書とし、
恩師小谷喜美先生が同年１２月に「法友文庫」と命名され、点字図書館としての活動が始まりました。
そして、２０１９年１２月には６０周年を迎えます。
当館が加盟している団体
・社会福祉法人日本盲人社会福祉協議会　　　　　　http://www.ncawb.org/shisetsu.html
・非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会　http://www.naiiv.net/about/?kaiin-sisetu
・関東点字図書館協議会

点訳活動
　点字講習会・勉強会を、東京・大阪で開催し、点訳者の養成・点訳技術の向上を
図るための講習を行っています。また、霊友会関係の各種出版物（『あした２１』『明
法』など）や法華経に関する出版物の点訳図書を製作し、貸し出しています。また、
全国の情報提供施設・公共図書館と相互貸借も行っています。

音訳活動
　昭和３２（1957）年に霊友会青年部により朗読奉仕が始まり、現在は音訳講習会
を行い、音訳者の養成をしています。また。講習修了生が『あした２１』をはじめ図書、
雑誌、新聞等を音訳し、録音図書（デイジー・カセットテープ）として貸出しを行って
います。また、マンガ・コミックの音訳の技術指導を、情報提供施設、公共図書館等
で行っています。

誘導介助活動
　視覚障がい者の誘導介助は、昭和 55（1980）年の社会福祉法人日本盲人職能開
発センター開所式での誘導介助ボランティア派遣から始まり、現在では、ロービジョ
ン（低視力）セミナーの誘導介助を行っており、視覚障がい者団体からの依頼があれ
ば対応しています。

１．東京会場　霊友会法友文庫点字図書館

◆◆◆音訳講習会のご案内◆◆◆

開催日時等に関しましては、霊友会法友文庫点字図書館までお問合せください。

１．東京会場　霊友会法友文庫点字図書館 
２．大阪会場　インナートリップセンター大阪

◆◆◆点字講習会のご案内◆◆◆
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霊友会福祉センターの事業

◆障がい者支援

○三者（障がい者、家族・介助者、ボランティア）のつどいの開催　

〒106-0041　東京都港区麻布台 1-11-4 いんなあとりっぷビル 6 階
電話：03-5563-2510  /  FAX：03-5563-2541

　肢体不自由の方や、目や耳が不自由な方、知的・
発達障がいの方、内臓障がいのある方とその家族、
健常者とボランティアの交流のつどいや、障がい
児者とその家族同士のつどいを開催。みんなで交
流し、お互いの違いを認め合い、お互いができる
ことを持ちより開催する手作りのつどいで、みん
なの元気が生まれる場所になっています。

○収集、整理、寄贈活動

○福祉ショップ　はるかぜ

○霊友会手話センター（手話講習会、手話サークル活動）

○障がい児者と家族のつどいの開催

　福祉活動の一環として、収集・整理活動を行っています。" 誰でも 、どこでも 、いつ
でも " 身近なところでできるボランティア活動 ( 奉仕活動 ) です。収集されたものは、
特別支援学校や社会福祉施設に寄付され役立てられています。

◆ ◆ ◆ 収 集 物 の 受 付・収 集 物 整 理 日 の ご 案 内 ◆ ◆ ◆
1 年を通していつでも受け付けています
1、使用済み切手
2、ベルマーク
3、書き損じはがき
4、使用済みの各種プリペードカード

( テレホンカードと交通系カード )
5、プルタブ
6、牛乳パック

【収 集 期 間】
【収 集 対 象 物】

毎月１８日、9：00 ～ 12：00 在家のつどい（霊友会釈迦殿）
境内地で収集ブースを設置しています。
毎月１回、収集物の整理活動を行っています。整理ボランティアに
関しましては、霊友会福祉センターまでお問合せください。

【収集日時と場所】

【整理活動日時と場所】

社会福祉法人　浴風会
東京都立江戸川特別支援学校
愛知県立千種ろう学校
大阪府立和泉支援学校
亘理町中央児童センター（宮城県）
社会福祉法人　聖明福祉協会

【 車 い す 】
【ベ ル マ ー ク】

【使 用 済 み 切 手】

◆ ◆ ◆ こ れ ま で の 贈 呈 先 ◆ ◆ ◆

プルタブと交換した車いす

手工芸 ( 革細工・袋物縫製 )
　“障がい者が技術を身につけることによって経済的自立、および生き甲斐をもつこと
ができたら” という思いから障がい者の職能開発をすすめています。そのひとつに
昭和５３年 (1978 年 ) から始まった「ろうけつ染め」「革工芸」の技術習得のための講習
会があります。これは技術を生かし、障がい者、高齢者、子どもたちにその楽しさを知っ
てもらうと共に、障がい者の就労支援を目的としています。

◆ ◆ ◆ 手 工 芸 講 習 会 の ご 案 内 ◆ ◆ ◆
【講習期間】

　毎年・4 月～翌年 3 月 ( 途中からの受講も可 )
【日時・内容】

　革細工
　東京会場　毎月 1 回　11:00 ～ 16:00　いん

なあとりっぷビル 2F　手工芸室
　岐阜会場　毎月 1 回　10:00 ～ 16:00　霊友

会第二十七支部講堂集会室

　手話は、手や顔や全身を使って、自分の心を相手に伝えることができる耳の不自由
な方たちの大切な言葉です。昭和５３（1978）年から始まった手話講習会は、現在、東京・
愛知・大阪で、行われています。霊友会釈迦殿で開催される「在家のつどい」、霊友会
創立記念行事をはじめさまざまな催しで、講習修了生が手話通訳を行っています。

毎年・4 月～翌年 3 月 ( 途中からの受講も可 )
＜東京会場＞
●毎週木曜日
　10:30 ～ 12:00【霊友会釈迦殿集会室】
●毎週土曜日
　13:00 ～ 15:00【霊友会釈迦殿集会室】
＜愛知会場＞
●毎月第 3 日曜日
　13:00 ～ 15:00【霊友会館東海集会室】
＜大阪会場＞
●毎月第 1・第 3 土曜日
　13:00 ～ 15:00【インナートリップセンター大阪】

【講 習 期 間】
【日時・会場】

◆ ◆ ◆ 手 話 講 習 会 の ご 案 内 ◆ ◆ ◆
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霊友会福祉センターの事業

◆「三者の会」支援事務局

　昭和５２（1977）年に発足した地域福祉の向上と思いやり溢れる共生社会づくりを目指す
「三者の会」を、創立から支援しています。全国各地で、「幸せ行動日」－みんな街に出ようー
と、三者それぞれの生き方を発表する「三者・生き方フェスティバル」（後援・全国社会福
祉協議会、県・区・市社会福祉協議会ほか）、関西「福祉のとびら」（後援・全国社会福祉協議会、
市社会福祉協議会ほか）などを中心に地域での活動をしています。

○「三者の会」ボランティアセンター（ボランティア派遣など）

○全国１９カ所の地域「三者の会」ネットワーク

○ＮＰＯ法人三者こころの福祉との相互支援

〒106-0041　東京都港区麻布台 1-11-4 いんなあとりっぷビル 6階
電話：03-5563-2534  /  FAX：03-5563-2541

MEMO
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