
25th  NICE  HEART  BAZAR  in  KAGOSHIMA

第2 5回

ナイスハートバザール
in 鹿児島

AM 10:00~PM 8:00 最終日 /18 日の営業時間は PM 5:00 迄
山形屋 1号館 6階大催場・2号館入口前「イベント広場」

〒890-8517 鹿児島市鴨池新町 1-7  鹿児島県社会福祉センター 4F  TEL 099-257-1001  FAX 099-250-9358

主 催
鹿児島県授産施設協議会

http://kago-selp.jp/
　　　後援：鹿児島県　鹿児島市　全国社会就労センター協議会　九社連授産施設協議会　九州地区知的障害者福祉協会　鹿児島県社会福祉協議会　鹿児島県共同募金会
　　　鹿児島県知的障害者福祉協会　鹿児島県手をつなぐ育成会　（株）山形屋　南日本新聞社　読売新聞社　朝日新聞社　毎日新聞社　西日本新聞社　日本経済新聞社
　　　福祉新聞社　NHK鹿児島放送局　MBC南日本放送　KTS 鹿児島テレビ放送　KKB 鹿児島放送　KYT 鹿児島読売テレビ　エフエム鹿児島（順不同）

鹿児島県内の授産施設等で、働く障がい者が心をこめてつくった商品の展示・販売会

参加施設　鹿児島太陽の里 /陵北荘 / パン工房ぴーたーぱん /旭福祉センター /サポートなごみ /慈生園 / いずみ園
知覧育成園 / サン・ヴィレッジ姶良 / すみよしの里 / 白藤園 / あすくーる入来 / セルプおおすみ / セルプ花の木
花の木大豆工房 / セルプあいら / みんなの力 / あすなろ / セルプ鹿児島 / 山川がんばろう館 / のどか園 / ウィズ
セルプつわぶき /ジョイワーク奄美 /あしたば園（順不同）

出品商品 / 加工食品・木工 陶芸 手芸品・園芸 農産物

九州授産施設コーナー
九州各県の障がい者福祉施設で
つくられた商品を展示販売いた
します。

25 回開催記念特別企画

2 /15 18~金 月

メインイラストは
屋嘉比ひろし氏の作品です。
奄美市在住　高機能自閉症
にもかかわらず卓越した才
能は広く認められています。

写真：福幸だるま ( 宮城県 )

写真：くまもん木札(熊本県)

鹿児島県授産施設協議会会員施設
から、真心こめて作った商品をは
じめ、日替わり目玉商品など品数
豊富に展示販売します。皆様のご
来場を心よりお待ちいたしており
ます。

東日本大震災
復興支援コーナー

東日本大震災で被災された
東北 3県（岩手・宮城・福島）
の障がい者福祉施設でつくられ
た商品の展示販売をいたします。



  鹿児島市下福元町3481
  TEL 099-260-2811

● 障害者支援施設 サポートなごみ
菓子製品、さをり織り ほか出品

姶良市平松1180-3
TEL 0995-66-3990

● サン・ヴィレッジ姶良
陶器、手芸品、木工品出品

● 知覧育成園・けいわ

 南九州市知覧町郡9047-1
 TEL 0993-83-4800

お茶 ほか出品

南九州市知覧町東別府6051
TEL 0993-84-2214

● 障害者支援施設 白藤園
お茶、木工・手芸品 出品

農産物、冷凍焼き芋
  曽於市末吉町二之方3070-2
  TEL 0986-76-0009

● 就労継続支援B型事業所 すみよしの里
出品

 鹿屋市吾平町上名6162-2
 TEL 0994-58-5051

● 障害者支援施設 陵北荘
木工品、陶芸品出品

  出水市平和町95番地
  TEL 0996-63-0120

● 障害者支援センター いずみ園
木工製品、木炭関連品 出品

 出水市高尾野町下高尾野2216-1
 TEL 0996-64-2006

● 障害者支援センター  みんなの力
つけあげ ほか出品

肝属郡錦江町田代川原5908-1
TEL 0994-25-2986

● 障害者支援施設 セルプおおすみ
お茶 ほか出品

肝属郡南大隅町根占川北9445-2
TEL 0994-28-1011

● 障害者福祉サービス事業所 セルプ花の木
ロースハム、ベーコン ほか出品

 鹿児島市新栄町32-10
 TEL 099-250-0832

● 障害者福祉サービス事業所 花の木大豆工房
木綿豆腐 ほか出品

  曽於市末吉町諏訪方10231
  TEL 0986-76-6883

　　　　　　のどか園
菓子製品 ほか出品

 指宿市山川福元6541-2
 TEL 0993-35-0365

● 山川がんばろう館
健康茶、山川ホウサイ 出品

出品

鹿児島市犬迫町7939-1
TEL 099-238-0224

● 障害者就労支援施設 セルプつわぶき
木工品 ほか

出品

出品出品

南九州市頴娃町上別府6543
TEL 0993-39-1206

● 就労・支援事業所 あすなろ
ミニトマト ほか出品出品

大島郡龍郷町浦字脇田1820
TEL 0997-62-2480

　　ジョイワーク奄美
黒糖、黒糖、豆ざた、ちびころ豆 出品

薩摩川内市入来町副田6542－1
TEL 0996-21-4221

● あすくーる入来
加工食品、生きんかん ほか出品

 奄美市名瀬大字西仲勝314-6
 TEL 0997-55-7088

● 障害福祉サービス事業所 あしたば園
フルーツケーキ、佃煮 ほか

鹿児島市平川町4660
TEL 099-210-8811

● 障害者支援センター  セルプ鹿児島
● 社会就労支援センター  花苗出品

鹿児島市谷山中央２丁目657-4
TEL 099-299-0300

● 障害福祉サービス事業所  ウィズ
オリジナルTシャツ、手芸品出品

  鹿屋市寿3丁目1-11
  TEL 0994-43-3399

● 障害者支援事業所 パン工房 ぴーたーぱん
クッキー、ラスク出品

● 障害者就労支援センター みらい

● 多機能型支援事業所

 南九州市知覧町郡8892-36
 TEL 0993-83-3321

乾燥椎茸 ほか出品

● 障害者支援施設 慈生園

南九州市頴娃町別府4710-6  
TEL 0993-38-2522

洋菓子類、味噌 ほか 出品

● 鹿児島太陽の里
座布団 ほか出品 

日置市伊集院町郡杉ケ迫2075
TEL 099-273-3211

 鹿児島市岡之原町986
 TEL 099-244-3551

出品

● 障害者支援施設 旭福祉センター
陶芸品、菓子、花苗

 姶良市豊留９ 
 TEL 0995-66-3469

● 障害福祉サービス事業所 セルプあいら
菓子類、石鹸 ほか出品

鹿児島県授産施設協議会
〒890-8517 鹿児島市鴨池新町1-7 県社会福祉センター4F
TEL : 099-257-1001 FAX : 099-250-9358 

第25 回 ナイスハートバザール in 鹿児島

東日本大震災 東北復興支援コーナー 九州授産施設コーナー
東北3県
岩手・宮城・福島の
加工食品・工芸品 など 九州各県から

取り寄せた
加工食品・工芸品 など

一人ひとりの力を社会と共に、「心がカタチになりました」
皆様方の温かいご支援に支えられ、今年で 25 回目を迎える「ナイスハートバザール in 鹿児島」
障害者を支援する施設で、さまざまな就労活動を行いながら、一つひとつに想いをこめて作られた
作品を展示・販売いたします。多くの方々のご来場を心よりお待ちしております。

25 回
開催記念
特別企画

写真：海図メモ帳・ペンセット 写真：シーサー箸置き(沖縄県 )

主催
出展商品の一部を写真掲載しています。


