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TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

風の音

2000年4月に地域作業所としてりぼん東
戸塚が開所しました。
その後、りーふ東戸塚、りずむ東戸塚、
りよんと増設しました。
たとえ障がいがあっても、生まれ育っ
た地域社会の中で生き生きと生活した
いそんな願いを大切にしたいと思って
います。

【モザイク製品】
ガラスの破片で作られた
アート作品。お部屋のイ
ンテリアに。
【さをり製品】
個性的な織り物はお財布
やバック、マフラーなど
など…世界で一つだけの
作品です。
【ビーズ製品】
お子様から大人まで、人
気のビーズ製品。スト
ラップ、ブレスレット、
眼鏡チェーン、ピアスも
あります！

NPO法人 風の音

http://kazenooto.org/

横浜市戸塚区平戸町382-4

Jimujimu-honbu@triton.ocn.ne.jp

045-410-6850／045-410-6852

さをり・ビーズ・ガラスのモザイクアート
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TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

アトリエ 窓

木工のキーホルダー、ミ
ラー、ぬいぐるみ、アク
セサリー等かわいい雑貨
を販売してます～

販売商品(一部)
○マグネット
たくさんの種類のデザイ
ンがあります。
ちょっとしたメモを一枚
はさむのに便利です。
○カード立て
メモや写真、カードを立
てられるようになってい
て猫やうさぎなどのかわ
いらしいカード立てです

NPO法人 窓の会 アトリエ窓

木工・ぬいぐるみ・アクセサリー・ミラー
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アトリエ窓は、戸塚にある木工製品を
主体に制作している作業所です。
ここでは精神の障害を持っている人達
が、「友達を作りたい」「生活リズム
を取り戻したい」「持っている力を役
に立てたい」など沢山の思いを持ちア
トリエ窓にみなさん通っています。

https://www.atelier-mado.org/

横浜市戸塚区戸塚町3004

spu39q39@voice.ocn.ne.jp

045-866-3350／045-866-0035

Twitter Creema



TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

きゃべつ畑・窓

現在、野菜販売は、地域
町内会の巡回形式で、毎
週水曜日、隔週金曜日に
移動販売しています。

施設利用に関しては、見
学・体験、随時可能です。
きゃべつ畑・窓にいらし
て
太陽の光と気持ちのいい
空気のなかで、一緒に野
菜を育てませんか♪

NPO法人 窓の会
地域活動支援センター きゃべつ畑・窓
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わたくしたちは、農作業を中心に自然
と向き合って活動しています。
職員は、皆さんが望む生活のあり方を
実現するために、ご一緒に考えながら
計画を立て、悩んだり、笑ったり、経
験を重ね一つ一つ取り組んでいきます。
多くの方たちとの出会いを楽しみに、
ワクワクしながらお待ちしています。

https://www.kyabetsubatake-mado.org/

横浜市戸塚区汲沢町276-1

下記HPにメールフォームがあります

045-869-1008／045-869-1009

農作物



TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

ひかり

利用者さんが、一生懸命
作った作品★
世界に１つしかない、オ
リジナル商品の数々！
ぜひ、お手にとってご覧
ください。

商品（一例）
●ビーズクリップ
（3ヶ入り）
●ポチ袋（3枚入り）
●マーブリングハガキ
（3枚入り）
〇クッキー
〇菓子パン・総菜パン
〇食パン類

社会福祉法人ひかり
東戸塚地域活動ホームひかり

ビーズ・紙製品(ポチ袋・はがきなど)
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ひかりは在宅の障害児・者及びその家族等の
地域生活を支援する「障害者地域活動ホー
ム」です。
主なサービスとして、日中活動（デイサービ
ス事業、障害福祉サービス事業）のほか、生
活支援事業（一時ケア、ショートステイ、余
暇活動支援、おもちゃ文庫）及び 相談支援事
業【戸塚区基幹相談支援センター）等を実施
しています。

http://www.y-hikari.jp/

横浜市戸塚区川上町4-9

sp7r6499@star.ocn.ne.jp

045-828-2820



TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

とつかわかば

とつかわかばは、横浜市全区に1か所ず
つ設置されている中途障害者地域活動
センター(中活)の１つです。
中活は、脳血管疾患等により障がいを
持った方々が、軽作業・学習活動・地
域交流などを通じて、社会参加や自立
した生活を目指して活動する場です。

「とつかわかば」では自
主活動として、利用者
個々の障がい状況等に合
わせて、クラフト・手
芸・マット編み・編み物
を行い、地域のイベント
等で販売しています。

【エコクラフト】
＊再生紙で作られた紙

テープを使用しています。

【マット編み】
＊靴下製造時に出るハギ
レを使用しています

NPO法人 中途障害者地域活動センター
とつかわかば

http://totukawakaba.web.fc2.com/

横浜市戸塚区上倉田町449
戸塚法人会館ビル1F

totukawakaba@ybb.ne.jp

045-870-4460

エコクラフト・編み物

クラフト製のペン立て
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TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

やまぶき工房

やまぶき工房の本革製品
はタンニンなめしの革を
使用し、使えば使うほど
手になじみ、愛着がわい
てきます。

やまぶきたわしは「もう
これしか使えない！」と
の声もいただいている、
こだわりの一品です。

その他、月に2回こども
とか食堂でカレーを提供
しています。

NPO法人 Green Wind やまぶき工房

革製品・ナイロンチュールたわし
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Green Wind『やまぶき工房』は地域の
人々で精神に課題を抱えているひとへ
のサポート活動を通じて社会に参画し
ています。
障害の有無にかかわらず、地域の方な
らだれでも、気楽に利用でき、リラッ
クスできる空間でありたいと思ってい
ます。

http://yamabuki-kobo.com

横浜市戸塚区舞岡町3438-1

yamabuki@yamabuki-kobo.com

045-821-6005／045-827-3705



TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

クローバー(深谷)

製菓グループは、バナナ
ブレッドやクッキーを
作っています。

創作グループは、利用者
が共同で描き上げた絵画
を使ったカレンダーや、
天然石を使ったアクセサ
リーを作っています。

大量販売にもお応えしま
す。ぜひ、ご注文下さい。

社会福祉法人クローバー
生活介護事業所 クローバー（深谷）

焼き菓子・カレンダー・アクセサリー
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HP note

クローバー（深谷）は、戸塚区深谷町
の閑静な住宅街、深谷小学校と消防訓
練学校の間に建つ事業所です。敷地内
には四季の花や果実が育ちます。緑に
囲まれた事業所では約25名ほどの利用
者が製菓、創作、受注の３つのグルー
プに分かれて、活動しています。

https://clover.or.jp/

横浜市戸塚区深谷町826-1

下記HPにメールフォームがあります

045-392-6926／045-392-6927



TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

クローバー(Begin)

Beginのクッキーはあき
がこないシンプルなサブ
レクッキーです。
一口サイズの食べやすさ
も定評です。

ビーズアクセサリーはお
子さまが気軽に買える価
格、100円から販売して
います。

ぜひ、ホームページをの
ぞいてみてください。

社会福祉法人クローバー
生活介護事業所 クローバー（Begin）
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HP note

クローバー(Begin)の利用者は、一人ひ
とりが職人です。お菓子を作ったり、
絵画制作やビーズでアクセサリー作り
をしています。Beginの廊下は美術館の
ようです。ぜひ、見学に来て下さい。
また、利用者の作品を使ったカレン
ダーも準備中です。

https://clover.or.jp/

横浜市戸塚区上矢部町1475

下記HPにメールフォームがあります

045-811-2589

クッキー・ビーズアクセサリー・カレンダー



TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

いとぐるま

いとぐるまは、年齢層の幅広い利用者
が、機織（はたおり）作業をとおして、
仲間意識をもち、毎日楽しんで、仕事
に取り組んでいます。ほのぼのとした
会話で、いつも笑い声に包まれていま
す。ひとりひとりが、希望をもって活
動できることを大切にしています。

いとぐるまでは、ラン
チョンマットや足ふき
マットを作っています。

色とりどりのランチョン
マットは、食卓を華やか
にします。

足ふきマットは、とても
しっかりしていて長持ち
と、好評です。

また、間もなくストール
の販売も始めます。

社会福祉法人クローバー

地域活動支援センター作業所型 いとぐるま

https://clover.or.jp/

横浜市戸塚区上矢部町1475

下記HPにメールフォームがあります

045-811-2589

織物
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HP note



TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

スマイルガーデン

有名パティシエ直伝のレ
シピをもとに、ひとつひ
とつ心をこめて手作りで
お菓子作りをしておりま
す。

代表的なお菓子のひとつ
『横濱フリアン』は戸塚
区の『おいしいもの と
つかブランド』にも認定
されています。

株式会社スマイルワン

就労継続支援B型事業所スマイルガーデン

本格手作り洋菓子
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HP Eメール

障害をもつパティシエたちが高いクオ
リティのお菓子を一生懸命に作ること
で、たくさんの人に美味しさ（価値）
を認めてもらい、働く喜びを得る事を
目指しています。

https://smileoneinc.com/

横浜市戸塚区上矢部町143番地
東建ニューハイツ1F

下記HPにメールフォームがあります

045-435-5701



TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

しもごう

はがき
しもごうの基本製品。と
ても温かみのあるはがき
です。 1枚30円

カバー付き付箋
カバーが付いているので
ふせんが汚れず、持ち運
びにとても便利です。
(7.5cm×5cm) 1つ150円

ブレスレット(ノビロン)
1本 50円 3本 100円
ブレスレット
200円 ～ 300円

NPO法人活動ホームしもごう
戸塚障害者地域活動ホームしもごう

ビーズアクセサリー・ポストカード
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活動ホームしもごうではハンディ
キャップのある人がさまざまな創作活
動をしています。
オリジナルの製品をぜひご愛用くださ
い。
写真の他たくさんの自主製品作ってい
ます。詳しくはホームページをご覧く
ださい。

http://www.shimogou.com/

横浜市戸塚区戸塚町2304-4

shimogou@ca2.so-net.ne.jp 

045-865-3105



TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

第２しもごう

『さをり織り製品』 創作・
表現活動でもあるはた織り。
素材感も色合いも唯一無二。
ポーチやピアス、ペアクリッ
プなどの小物類やカードケー
ス、文庫本カバーなど様々な
製品を取り扱っております。

『紙すき製品』 牛乳パック
が味わいのある手すき和紙。
カレンダーを始め、ハガキや
ミニノートなど各種取り扱っ
ております。ぜひホームペー
ジをご覧ください。

※各種注文受け付けておりま
す。

NPO法人活動ホームしもごう
第２しもごう

さをり織り製品・紙すき製品
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ＮＰＯ法人活動ホームしもごうが運営
する事業所です。
"自分で選ぶ、自分で決める、自分たち
で選ぶ、自分たちで決める" 
をモットーに、小規模であることの強
みを活かした活動を展開しています。

http://www.shimogou.com

横浜市戸塚区戸塚町2804-6

smg2nd@jk2.so-net.ne.jp

045-865-0885



TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

第３しもごう

戸塚町でお菓子を１つ１つていねいに
手作りしています。
20年前から変わらぬおいしさをぜひ、
ご賞味下さい。
1個からでも大きな注文でもお作りいた
します。ご予算に合わせて箱づめ・
ラッピングなども行っています。
お気軽にお電話にてご相談ください。

〇マドレーヌ
（プレーン・ココア）
各100円 賞味期限 5日

〇クッキー(8種)
（プレーン・ココア)
賞味期限 30日
（きなこ・レモンティー
チーズ・黒ごま
コーヒー・カプチーノ）
各100円 賞味期限 14日

〇ミックスクッキー
プレーン・ココア2種入り
250円 賞味期限 30日

NPO法人活動ホームしもごう
第３しもごう

http://www.shimogou.com

戸塚区戸塚町1486

smg3rd@ja3.so-net.ne.jp

045-862-6226

焼き菓子
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TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

であい

〇パン製品 総菜パンや
菓子パンを喫茶店にて販
売しています。
〇陶芸 みなさんの手作
業で箸置き、小鉢、大皿、
サラダボウル、マグカッ
プなど、オリジナル作品
を作っています。
〇おいしいコーヒーで
ほっと一息タイムをどう
ぞ。
お子様から年配のお客様
まで様々な客層の方が来
て下さり、地域の方との
交流も励みになっていま
す。

障害福祉サービス事業所であい

パン・陶芸品・喫茶店
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であいでは利用される方の特性、希望
や好みに応じて活動に取り組んでいま
す。私たちは「笑顔で活動、楽しい生
活」が支援テーマです。やってみたい
と思う気持ちや自分で決めていく楽し
さを育て、笑顔がもっと増えていくよ
うな活動や支援を行っています。

https://www.deainokai.com/

戸塚区上矢部町2342

deai@deainokai.com

045-811-2442／045-811-2499



TEL/FAX

MAIL

HP

ADDRESS

りんごの木

菓子作業では、素材にこ
だわったクッキーやパウ
ンドケーキ・マフィンな
どの焼き菓子の製造をす
るほか、庭で野菜などを
育てています。
また、有志の活動として
今年度はEnglish Clubで
『Anne of Green 
Gables』の原書に取組ん
だり、読書倶楽部で国内
外の文学を読み、話し
合ったりしています

NPO法人 りんご会
地域活動支援ｾﾝﾀｰ りんごの木

焼き菓子
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りんごの木は、心的な病からの回復、
あるいはその途上にある人が、様々な
プログラムを通して生活力の獲得や就
労に向けての準備などに励む通所施設
です。

http://www.ringo1998.com/

横浜市戸塚区南舞岡3-2-7

apple327@dg8.so-net.ne.jp

045-826-0014／045-826-0362



↑アトリエ窓 p.6
↓ 風の音 p.5

↑ とつかわかば p9

↓きゃべつ畑・窓 p.7



ごあいさつ

戸塚区社会福祉協議会 障がい福祉分科会では、障害のある方やその家族、支援
する人々のことを地域の人たちに知ってもらうため、言葉だけでは伝わりづらい
ことを映像で伝えることができたら…という想いでDVDを制作しました。

知的障害、身体障害、精神障害、グループホームでの暮らしを「わかりやすく」
「伝わりやすく」映像にした短編ドキュメンタリー4部作『まちものがたり』を
みていただき、地域の皆さんに障害のある方たちの暮らしを少しでも知ってもら
えたら幸いです。DVDは戸塚区社会福祉協議会が無料で貸出を行っています。

また、研修等でDVDの解説付き出前講座も行いますので、ご興味のあるかたは
戸塚区社会福祉協議会(TEL:045-866-8434)までご連絡ください。

まちものがたり DVD

障がい福祉分科会の役割は、障がいのある方、家族、支援者、

地域の皆さま、それらをつなぐ橋渡しです。

また、その活動の一環として、毎年12月にシンポジウム

「とつかで暮らす」を開催してきました。

しかし、2020年はコロナ禍において新しいつながりが求められ

ました。このパンフレットが新しいつながり方です。

ここには、戸塚区内の福祉事業所の製品がたくさんあります。

ぜひ、ご利用ください。ものを作る、ものが売れる、そうする

ことで街も人も元気になります。

戸塚のまちで暮らしたい、活動したい、このまちでがんばろう、

障がい福祉分科会はそういう人たちを応援しています。



掲載製品について

掲載されている製品や価格は予告なく変更されることがあります。
掲載写真と実際の製品で色合いが若干違っている可能性があります。
手作りの製品ですと、実際のデザインが写真と異なる場合があります。

以上をご了承のうえ、お買い物をお楽しみください

戸塚区には、たくさんの障害のある方が
生活しています。

そして、その方々の活動の場所では
様々な作品が作られています。

このパンフレットは、手に取った方が
その製品たちと出会うための橋渡しを

目的として作成しました。

障害のある方が活き活きと活躍する場を、
ぜひのぞいてみてください。
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