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みどり工房

東北・ふくしま
2013年9月21日（土）22日（日）21日13：00 スタート、22日（日）15：30終了
福島県郡山市熱海町 磐梯熱海温泉 「郡山ユラックス熱海」

第36回

みどり工房

私の名前は
”アヅ”

「つたえ」ることが
仕事なの

オイラの名前は
”ナカマン”

「つなぐ」ことが
仕事なんっす

日　　時

開催場所

全国
大会 in

ナビデザイン（キャラクター）：
えんどう豆　たきざわくるみ

オレの名前は
”ハマー”

はじめるってことが
俺の役目だぜ

※下記団体のリストは2013.3.25 現在のものです。多くのみなさまの後援・応援に心から感謝いたします。

【岩手・宮城・福島派遣支援をしていた
だいたきょうされん支部・地域】
北海道支部、青森支部、秋田支部、山
形支部、栃木支部、群馬、埼玉支部、
東京支部、千葉支部、神奈川支部、新
潟支部、長野支部、岐阜支部、愛知支部、
三重支部、福井支部、滋賀支部、京都
支部、大阪支部、兵庫支部、奈良支部、
和歌山支部、鳥取支部、広島支部、香
川支部、福岡支部、長崎支部、熊本支部、
大分支部、宮崎、鹿児島支部、沖縄支部

（社福）あらぐさ福祉会、（社福）ふく
ちやま福祉会、アイアイハウス、第三
かめおか作業所、だるまハウス、とも
の家、野田川共同作業所、ホームヘル
プセンターゆめネット、ものづくりス
ペースみんななかま、ワークショップ
ほのぼのワークセンター 宇治作業所、
京都ふれあい工房、障害者生活支援セ
ンター結、上京ワークハウス、NPO
法人 Café MILLO、あいほうぷ吹田、
アクティビティセンターひびき、あす
わ～く、おおはま障害者作業所、貝塚
こすもすの里、さつき障害者作業所、
すみれ共同作業所、そらまめ作業所、 
たけのこ、とんぼ作業所、はびきの園、
ほくぶ障害者作業所、ポポロ作業所、
ポンチセ ぴりか、よさみ野障害者作業
所、ワークショップきしわだ、ワーク
センターくすの木 、ワークセンター小
路、わかくさ障害者作業所、わかたけ、
岸和田障害者共同作業所、第２さつき
障害者作業所 、コミュニティワーク 
こッから、いかり共同作業所、（社福）
あぜくら福祉会、すずかけ第二作業所、
くろしお作業所、けいじん舎、事務支
援センターソラーナ、むぎピース、太
陽作業所 、（NPO）青い鳥、

【東北・県内後援団体のご紹介】
■県市町村
福島県、岩手県、山形県、秋田県、青森県、
宮城県、仙台市、郡山市、会津若松市、南相
馬市、喜多方市、大熊町、白河市、石川町、
国見町、玉川村、本宮市、浅川町、檜枝岐村、
三春町、鮫川村、矢祭町、福島市、富岡町、
西会津町、猪苗代町、天栄村、鏡石町、中島村、
会津坂下町、矢吹町、桑折町、下郷町、会
津美里町、伊達市、大玉村、須賀川市、泉崎村、
二本松市、双葉町、田村市、塙町、葛尾村、
金山町、南会津町、小野町、柳津町、川俣町、
昭和村、北塩原村、川内村、磐梯町、西郷村、
いわき市、楢葉町、古殿町、平田村、飯舘村

■県市町村社会福祉協議会
福島県社会福祉協議会、山形県社会福祉
協議会、秋田県社会福祉協議会、岩手県
社会福祉協議会、青森県社会福祉協議会、
宮城県社会福祉協議会、仙台市社会福祉
協議会、郡山市社会福祉協議会、会津若
松市社会福祉協議会、大熊町社会福祉協
議会、塙町社会福祉協議会、中島村社会
福祉協議会、広野町社会福祉協議会、鏡
石町社会福祉協議会、三島町社会福祉協
議会、西会津町社会福祉協議会、南会津
町社会福祉協議会、川俣町社会福祉協議
会、白河市社会福祉協議会、いわき市社
会福祉協議会、福島市社会福祉協議会、
猪苗代町社会福祉協議会、二本松市社会
協議会、須賀川市社会福祉協議会、昭和
村社会福祉協議会、伊達市社会福祉協議
会、小野町社会福祉協議会、喜多方市社
会福祉協議会、平田村社会福祉協議会、
浅川町社会福祉協議会、矢吹町社会福祉
協議会、石川町社会福祉協議会、下郷町社
会福祉協議会、西郷村社会福祉協議会、
浪江町社会福祉協議会、大玉村社会福祉
協議会、田村市社会福祉協議会、古殿町社
会福祉協議会､楢葉町社会福祉協議会、只
見町社会福祉協議会、会津坂下町社会福祉
協議会、本宮市社会福祉協議会、飯館村社
会福祉協議会、会津美里町社会福祉協議
会、湯川村社会福祉協議会、相馬市社会福
祉協議会、磐梯町社会福祉協議会、三春
町社会福祉協議会、金山町社会福祉協議
会、国見町社会福祉協議会、桑折町社会福
祉協議会、柳津町社会福祉協議会、富岡町
社会福祉協議会、檜枝岐村社会福祉協議会

■県市町村教育委員会
福島県教育委員会、秋田県教育委員会、
宮城県教育委員会、青森県教育委員会、
岩手県教育委員会、郡山市教育委員会、
喜多方市教育委員会、大熊町教育委員会、
南会津町教育委員会、南相馬市教育委
員会、葛尾村教育委員会、三春町教育
委員会、塙町教育委員会、棚倉町教育
委員会、猪苗代町教育委員会、白河市
教育委員会、石川町教育委員会、天栄
村教育委員会、磐梯町教育委員会、玉
川村教育委員会、桑折町教育委員会、
浅川町教育委員会、西会津町教育委員会、
大玉村教育委員会、北塩原教育委員会、
小野町教育委員会、福島市教育委員会、
三春町教育委員会、田村市教育委員会、
会津坂下町教育委員会、西郷村教育委
員会、広野町教育委員会、富岡町教育
委員会、二本松市教育委員会、本宮市
教育委員会、伊達市教育委員会、須賀川
市教育委員会、湯川村教育委員会、平田
村教育委員会、鏡石町教育委員会、浪江
町教育委員会、会津美里町教育委員会、
矢吹町教育委員会、中島村教育委員会、
川俣町教育委員会、只見町教育委員会、
鮫川村教育委員会、葛尾村教育委員会、
金山町教育委員会、双葉町教育委員会、
檜枝岐村教育委員会、国見町教育委員会、
古殿町教育委員会、柳津町教育委員会、
矢祭町教育委員会、飯舘村教育委員会、

熱海町商工会、磐梯熱海温泉観光協会、
磐梯熱海温泉旅館協同組合、福島県生
活協同組合連合会、福島県民主医療機
関連合会、福島県手話通訳問題研究会、
全国障害者問題研究会福島県支部、ＪＤ
Ｆ被災地障がい者支援センターふくし
ま、福島県障がい者関係団体協議会、
福島県中小企業家同友会、福島県立高
等学校教職員組合、福島県聴覚障害者
協会、いわき商工会議所、郡山コンベ
ンションビューロー、会津若松商工会
議所、原町観光協会、会津若松市観光
公社、いわき観光まちづくりビューロー
毎日新聞福島支局、朝日新聞福島総局、
テレビユー福島、福島民友新聞社、福
島テレビ、福島中央テレビ、読売新聞
東京本社福島支局、福島放送、ラジオ
福島、ふくしまＦＭ、福島民報社

【東北物産展を開催して応援していた
だいた事業所のみなさん】
（NPO） スワンの家、（NPO）アシス
トセンターちえりす、あかしあ労働福
祉センター（なかまの自治会）、企業
組合ウェルフェアグループ、通所授産
施設フロンティア、あいゆう工房、アッ
クス工房、杉の木園、夢・究塾明日葉、
ワークランドべにばな、けやき作業所、
ゆうの家事業所、県東ライフサポート
センター・真岡、あすなろ園、ぽらん・
わーくす、（NPO）みんなの風福祉会、
（社福）みぬま福祉会、（社福）鴻沼福
祉会、（社福）青い鳥福祉会、あゆみ
作業所、おにっこハウス、かがやき共
同作業所、かわせみ、きりしき共同作
業所、サポートハウスみんなのて、太
陽の里、みどりの風、やどかり情報館、
春里どんぐりの家、（社福）ウィズ町田、
（社福）やまびこ福祉会、あさやけ作
業所、あさやけ風の作業所、久米川共
同作業所、作業所スクラム、すずかけ
の家、ちょんこめ作業所、とちの実作
業所、なかま亭、虹のセンター 25、
のびのび共同作業所青空、府中共同作
業所、プラスアルファ、ふれあい工房、
むさし結いの家、リサイクル洗びんセ
ンタ－、花畑共同作業所、就労センター
らいむ、杉の子沼袋作業所、第 2 みん
なの家、オリオンハウス、南房総高次
脳機能障害家族会  ( 南房会 )、アトリ
エ夢喰虫、おべんとうばこ、サンハイ
ム鶴ヶ峰、サンハイム仏向、なかまの
家 [ 南湖 ]、はぐるま共同作業所、ま
どか工房、浦島共同作業所、地域作業
所ダンボ、夢・21 上星川、夢・21 西
谷Ⅰ、（社福）絆の会、どんぐりファー
ム、ワークハウスわらしべ、佐久コス
モスワークス、満天の星、さがら作業
所、飛翔の里生活の家、いぶき、第二
い ぶ き、（社 福）ＴＵＴＴＩ、（社 福）
さくらんぼの会、（社福）やまびこ福
祉会、あかつき共同作業所、きそがわ
作業所、サポートハウス とものや、し
おかぜ作業所、つゆはし作業所、なる
み作業所、ほっとはむ
めいほく共同作業所、めいほく友の家、
ゆたか希望の家、ゆたか作業所、リサ
イクル港作業所 、（社福）　喜楽里、く
ろべ工房、ソーシャルネットかがやき 
げんきの家、（社福）ハスの実の家、（社
福）あゆみ福祉会、（社福）蒲生野会 、（社
福）きぬがさ福祉会、（社福）わたむ
きの里福祉会 、社会就労センターこだ
ま、スマイル、みどり園、やまびこ作
業所、伊香立の杜 木輝、働き・暮らし
コトー支援センター、

障がい者自立支援事業所ぽんぽん船、
みんなの作業所、（社福）あさみなみ、
（社福）くさのみ福祉会、（社福）もみ
じ福祉会、Ｐｉａｎｏ²、アイラブ作業
所、あかつき、たまご、なの花作業所、
第一きつつき共同作業所、なかまの里、
共同作業所なかよし村、わかば共同作
業所、サポートきらり、あさひ共同作
業所、葦の家、いきいき工房、かしは
らホーム、すみれアクティブセンター、
つくしの里、なかよし共同作業所、福
間 サ ン テ ラ ス、ゆ い、工 房 陶 友、
（NPO）ロバの会、ドリームパーク、
生活介護事業所 あおぞら、野の花風館、
（NPO）ちちんぷいぷい あけぼの、エ
バーグリーン、ワークスペース樫の
木 、ゴー･スロー、明篤館、就労支援
センター くまもと、えがおの里、（社福）
麦の芽福祉会、サポートセンターうぃ
る 、デイハウスふたば、サポートセン
ターあすなろ

こ
こ
か
ら
「
つ
た
え
・
つ
な
ぎ
・
は
じ
め
る
」
From Fukushima
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