
金沢区

障害 (1:す 身体・矢口白り・精神の障害が

あります。障害があってし、まわりの理解

や画こ慮があネば、生活の幅が広がります。

まずiす 障害のある人亡無り、吉tぅ けヽ、

理解亡深ハマみませんう`。

区作連(金沢区障害者地域作業所淳絡会)

金沢区内の障害者地域作業所などの情報交換・ ´́

交流などを図るために利用者や職員の交流や

レクレーシ∃ンの開催、区内における障害者福祉

活動の推進などを行つています。
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日因□□目日□□
0金 沢区生活支援センター 愛 8あい

むの病 t持 つ方やそのご家族 等 t対 象

として、日常 生活に関するオロ談や生 ,舌 の

サポートなと・、様 な々支援 t行 っています。

ま「=ゆっくり過 ごくるスペースし提イ夫

しています。

8045-701-4116

0つ ばさ

毎日明ろくえ気よく!笑 いの縫えな

い作 業所です。ふ 3、 きマット、雑 中の

縫製 リサイクル品t販 売しています。

是 非のでいマ見マ(だ さいね!

下請け作 業も募 集中 !

8045-1789-3771

0全 沢ひだきりの象
13°す袋や77リ ル,ワ シtホ |1用 者さんと

一緒 に作っています。天気の良い時 |ま

散 歩をしていますので、見かけ |=ら 声

tう けヽてもらえると嬉 しいです。

窒045-783-1171

● 全沢福祉センター

平潟湾 t臨 み、潮風のむ地 良い環境で

活重力を行っています。公国の清掃活動ゃ

チラシ酉こり、アルミ缶つ、3ヽ しやお某子作 リ

なヒ‐に日 取々り組んでいます。

8045-785-3712

0福 祉作業所ゆうゆう

無添カロ手イ乍りの7ッ キーtイ乍って

います。1個 150円 です。

う主文 も承 ります!!

店 頭 販 売 し行 っておりますので

ぜひお立す寄りくriさ い。
容045-701-7909

0地 域活動ホームシーサイド

ウエス、手イ乍りのハがキ、7ク リル製

の,ワ シ等 t日 の々
'舌

重力の中で作 製

しています。

店頭 販 売 ししていますので是 非

おこしください。

8045-775-3841

0波輝(なみき)

平成25年 4月 、セン,― シーサイド商店会

にオープンしまし「・。6名 の通 所者が機 織 リ

や手芸品の製作 を行なっています。

皆様 のご来店をお待すじマおります。

8045-349-3315

⑩ 地域活動支援センター すベーす海
自主製作品の販売(手 工芸品、麻描石けん等)。

各種チうシのポスティング作業。喫茶「8月 」の活重力。

宮田/＼ 幡公園清掃作業(土 木事務所うヽらの委ま)。

'与

のようにゆっrtり とし「■雰囲気とスペースの広さが

自1侵 です。

容045-1775-1603

0な ぎさ21世紀

雑 中、ビーズ77セ サリー、ストうップなどの

小物 も作っています。 そしマ73名 のホ|1用 者

が通って来ています。

笑顔 と笑い声が離えない明ろい作業所です。

6045-785-8800

● 地域活動支援センター青いとり作業所
内職作 業t軸 に様 な々仕 事に取

り組んでいます。最近てⅢ:す スポーツも

盛んで、皆で楽しく汗 tう い`ています。

今後、映像制作にも力t入 れマ

いき「=い ともっています。
容045-701-7360

0金沢地域活動ホーム リんご0森
通所されている皆さん一人ひとりが充実した

日 力々■ιねるようサポートしてぃます。
バンやお某子、手工芸品など作製し販売して

いますので、ぜひお立寄りくだい 。`

8045-784-2709

0地 域活動支援センター ミモ■
摂食障害の人連が回復t目 指す女性眼定の

リハビリ施設‐ パウンドケーキ作りや箱折り作業t

行っています。食事会ゃミーティング、勉強会、レクリエー

ションプログうム以タトに、自主,舌 重力としマギ7-サー7ル

ゃ内部の編集委員の活動も頑張っています。

容045-1787-4329



゛
●や

リ
●
Ｂ

◇

●

●

∞
σ
Φ

0地域活動支援センターすベーすSORA
平成25年 3月 にOPENし「・新しい作業所です。

シール貼 りや箱折 り、フェイスペイントなどの

委譲作 業のけう`にポスティングもメインで取 り

組んでいます。

自主製品し開発 中です。

容045-352-8762

ポん卜能見台
白閉症の人「・すの障害特性に酉こ慮し、作 業や生活支援

を行っています。現在 58名 の方がご利用しています。

社会 との持点、t増 やすため、自動車部品の組立マや某子

の梱 包の受注、地域の公園清掃請 負等も行っています。

8045-788-5511

0う イフアツプ全沢

脳卒中等の後遺症の中途 障害者が、

自立した生,舌 t逃 ろrt tt t生 ,舌 割|1練、倉|1作

'舌

重力のギ黙会の提イ共tイテなってヽ まヽす。

機能、言語の|'ハ ビリ教 室を年35回 の

プログラムで行っています。

8045-786-8689

金沢福祉センター ごのご
六浦にある日替り弁当t製 造販売し

ていろ作 業所です。栄春計算され「・体に

優しく美味しいお弁当を作っています。

金沢区内 1個 うヽらお届けしますので、

ぜひごホ|1用 ください!

公045-790-6361

● 障害者支援施設 航 (わ たる)

さtり 織 りのマフラーや、陶 芸のマグカップ

等 手作 りの温 もりが伝わるような品物 t

倉|っ ています。個 性が光 ろ世 界に7つ「ごけ

の商品 t、 ぜひ手にしてみマください。

8045-788-2934

金沢若草回
社会 0,自 立 tIま ぅヽる福祉施設です。クリー

ニングや清掃。ボールペン委議の作 業t行って

います。人と上手に付 き合っていくことや身の

回りのことができるようになる「=め の支援 tイテっ

てヽヽまt。

●045-781-8208

●羅針盤嚇分室)

航 の作 業分 室 として、主にビデオテープの解体 作 業 t

通 して、プラスチックや金 属 の再 資源イヒに取 り組んでい

ます。

京3電 車tO,ヒ あながらの散歩も楽しみとなっています。

容045-781-5266

0楽笑塾
下言この事がらにつき、利用者のお手伝いtし ています。

7)あくらず、ゆとりtキ寺っマ仲間と交,六 しながら、イ士事t身 に
つけマゆく。

2)楽 しく笑い、阜ぴあいながら、自立し「.生 活をロオ旨しマゆく。

容045-782-2266

0和 海 (航分室)

原料作 りう`ら1台 ハマ、一枚 一枚丁宰に

波 き上げit禾口紙 tイ史って、レ,一 セ、ントや

カレングー等の作品を作っています。

陶器や織物 等、航で作 られた作 品も

展示販売しています。

8045-785-8207

0こ どもの家 ムー

ゆっくりゆっくり大人になっていく素敵な

子ども連 の成 長のお手伝いをさせマ頂い

ております。

毎 日、泣いたり笑っ1■ リワイワイがヤがヤ

賑やうヽな事業所です。
8045-512-1231

0聖 星学国
バンの製造販売。金沢区の小学校の

湊油 t回 収し精製するバイオディーゼル

事業や手づくりのユ腐作 り等の活動 t

通 しマホ|1用 者が 自信 を持 す笑顔 で

,舌 重力tし ています。

8045-775-3311

0オ ツテイモの子どもたち
障害を持つ子が放課後のひのひと

過ごせるように毎日、,年 の公園等に

散 歩をし「・り、千Padで音楽ゃゲーム・

映画 t楽 しんでいます。

容045-374-36173
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瀬戸6-4

片吹66-19-lF

富岡東2-5-31

並木1-17-3-1

釜利谷東8-3-3

能見台東2-4-lF

泥亀2-1-7-2F

町屋町19-12

柳町14-9

富岡東4-3-15

柳町32-25

寺前1-1-28-3F

六浦4-14-24

容785-3712

容701-7909

a775-3841

容349-3315

変
'785-8800

質
'784-2709

a789-3771

8783-1171

8775-1603

8701-7360

変
'787-4329

変
'352-8762

容701-4116 生活のサポート相談

一=」

クッキー・アルミ缶つぶし

クッキー。ケーキ

手漉きはがき。陶芸。雑巾

手芸品

フレスレット・小物

バン・クッキー・手工芸品等

足ふき。雑巾。箱おり

ポチ袋・アクリルタワシ

石鹸・花たわし。刺子

委託作業

パウンドケーキ

委託作業・ポステイング・小物

⑭ ライブアップ金沢 寺前1-14-10 幻▼86-8689  紙ひもかこ

⑮
⑩
Ｏ

航 (わたる)

羅針盤 (航分室)

和海 (航分室)

釜利谷南2-8-1

泥亀1-6-1

釜利谷東2-19-44

質
'788-29348781-5266

変
'785-8207

さおり織・陶芸のマグカップ等

受注作業

不□紙

聖星学園

ポルト能見台

このこ

金沢若草園

楽笑塾

富岡東4-13-2

能見台東2-4

六浦3-1-3

平潟町12-2

柳町18-7

容775-3311

8788-5511

8790-6361

個
'781-8208

変
'782-2266

バン・豆富

受注作業・公園清掃

お弁当

クリーニング・清掃。委託作業

仕出し弁当製造、菓子箱等の折り,組立

④
④
④
④
②

一

泥亀福祉機器支援センター

金沢区社会福祉協議会 金沢区福祉保健活動拠点

福祉保健ボランテイア等活動拠点

こどもの家 ムー

オッティモの子どもたち

横浜市南部地域療育センター

泥亀1-21-5

泥亀1-21-5

釜利谷東7-19-28

柴町383-4

柴町33-11第一柴八イム101

磯子区杉田5-32-20

変
'782-2988

変
'788-6080

変
'786-9907

容512-1231

変
'374-36738774-3831

放課後等デイサービス

放課後の居場所


