
袋物

巾着（細）

500

箸入れ（

EM

生ゴミ堆肥を作るための発酵資材です

＊全て税

袋物 巾着（25

巾着（細）・ペットボトル

500ｍｌ入（24

箸入れ（30×4

EM ボカシ  

生ゴミ堆肥を作るための発酵資材です

＊全て税込み金額です。

〒３７

沼田市

沼田市

社会福祉法人

沼

25×19） ２

・ペットボトル

24×11） 100

4） 100 円

  沼田市内 100

沼田市外 200

生ゴミ堆肥を作るための発酵資材です

み金額です。

〒３７８－００５３

沼田市東原新町

沼田市保健福祉センター内

社会福祉法人

田 市

２20 円

100 円                       

円

100 円

200 円

生ゴミ堆肥を作るための発酵資材です。

茶碗など洗いやすいたわしです

０５３

東原新町１８０１番地７２

保健福祉センター内

社会福祉法人 沼田市社会福祉協議会

市 福

腕カバー各種

ロング

大

中

小

フリル

色柄、色々あります

。

アクリルたわし

茶碗など洗いやすいたわしです

８０１番地７２

保健福祉センター内

知的・身体にハンディキャップがある方々が内職作

業、自主製品作りを通し、自立生活を目指し日々明

るく楽しく一生懸命作業を行っている通所の施設

です。

縫製品は定番製品に加え新しい製品作りにも取り組

み、多々注文にも応じています。ボカシも好評を頂

いております。是非一度お問い合わせください。

沼田市社会福祉協議会

福 祉

ＦＡＸ

デニムバッグ

ジーンズの裾上げで切った裾の糸ほぐしをして、縫い合わせてバ

ッグにしまし

み合わせの物は１つとしてありません

腕カバー各種

450 円（40cm

380 円（32cm

340 円（25cm

２８0 円（13cm

330 円（13cm

色柄、色々あります

アクリルたわし 220

茶碗など洗いやすいたわしです

知的・身体にハンディキャップがある方々が内職作

業、自主製品作りを通し、自立生活を目指し日々明

るく楽しく一生懸命作業を行っている通所の施設

縫製品は定番製品に加え新しい製品作りにも取り組

み、多々注文にも応じています。ボカシも好評を頂

いております。是非一度お問い合わせください。

沼田市社会福祉協議会

祉 作

ＦＡＸ：０２７８（２２）８４０２

デニムバッグ

ジーンズの裾上げで切った裾の糸ほぐしをして、縫い合わせてバ

ッグにしました。

み合わせの物は１つとしてありません

40cm 位）

32cm 位）

25cm 位）

13cm 位）  

13cm 位）             

色柄、色々あります。

ＴＥＬ：０２７８（

220 円

茶碗など洗いやすいたわしです。

知的・身体にハンディキャップがある方々が内職作

業、自主製品作りを通し、自立生活を目指し日々明

るく楽しく一生懸命作業を行っている通所の施設

縫製品は定番製品に加え新しい製品作りにも取り組

み、多々注文にも応じています。ボカシも好評を頂

いております。是非一度お問い合わせください。

沼田市社会福祉協議会

作 業

０２７８（２２）８４０２

デニムバッグ 1000 円～

ジーンズの裾上げで切った裾の糸ほぐしをして、縫い合わせてバ

た。また、ポッケなど再利用の物もあり、同じ組

み合わせの物は１つとしてありません

０２７８（

あじさい皿

あじさいの葉を型抜きし、色をつ

けました。１枚１枚の葉脈の美し

さ・色合いをお楽しみください

知的・身体にハンディキャップがある方々が内職作

業、自主製品作りを通し、自立生活を目指し日々明

るく楽しく一生懸命作業を行っている通所の施設

縫製品は定番製品に加え新しい製品作りにも取り組

み、多々注文にも応じています。ボカシも好評を頂

いております。是非一度お問い合わせください。

沼田市社会福祉協議会

所

０２７８（２２）８４０２

ジーンズの裾上げで切った裾の糸ほぐしをして、縫い合わせてバ

また、ポッケなど再利用の物もあり、同じ組

み合わせの物は１つとしてありません

０２７８（２２）１９９３

あじさい皿

あじさいの葉を型抜きし、色をつ

けました。１枚１枚の葉脈の美し

さ・色合いをお楽しみください

知的・身体にハンディキャップがある方々が内職作

業、自主製品作りを通し、自立生活を目指し日々明

るく楽しく一生懸命作業を行っている通所の施設

縫製品は定番製品に加え新しい製品作りにも取り組

み、多々注文にも応じています。ボカシも好評を頂

いております。是非一度お問い合わせください。

０２７８（２２）８４０２

ジーンズの裾上げで切った裾の糸ほぐしをして、縫い合わせてバ

また、ポッケなど再利用の物もあり、同じ組

１９９３

300～400

あじさいの葉を型抜きし、色をつ

けました。１枚１枚の葉脈の美し

さ・色合いをお楽しみください

知的・身体にハンディキャップがある方々が内職作

業、自主製品作りを通し、自立生活を目指し日々明

るく楽しく一生懸命作業を行っている通所の施設

縫製品は定番製品に加え新しい製品作りにも取り組

み、多々注文にも応じています。ボカシも好評を頂

いております。是非一度お問い合わせください。

ジーンズの裾上げで切った裾の糸ほぐしをして、縫い合わせてバ

また、ポッケなど再利用の物もあり、同じ組

400 円

あじさいの葉を型抜きし、色をつ

けました。１枚１枚の葉脈の美し

さ・色合いをお楽しみください。



№ 金額（円）

1 各400

2 各350

3 各350

4 350

5 220

6
中 450
小 350

7 300

8 330

9 130

10
長 890～
短 600～

11 40

12 600～

13 450～1500

14 1500

15 100～

16 300～

17 50～

18 100～

19 100～

20 50～

コースター

陶芸品 皿 だ円皿・丸皿他

コースター 10cm角のコースターです。

エプロン ギャルソンエプロン 45×103×115

バッグ エコバッグ サイズ・型によって価格が違います。

ボカシ

ティッシュケース 壁掛けティッシュケース

フリースエプロン フリースエプロン　長・短
長　約70×115　冬季限定　とっても暖かく
短　約45×115　人気商品です。

靴下 ショート 女性用です。くるぶし位までの長さです。

男性用大・女性用小

沼田市福祉作業所
※全て、税込み金額です。

種　　別 製　　　品　　　名

アームバンド アームバンド 便利な製品です。

内　　　　　容

靴下 ５本指　大・小 男女兼用大・女性用小

靴下 先丸　大・小

カップ類

EMボカシサポート
EM生ごみ処理で使用する密閉バケツです。
市内の方は市の補助により700円です。

靴下 ２又　大・小 男性用大・女性用小

袋物 弁当袋
18×29×11　巾着型でマチがあり便利な
弁当入れです。

ポーチ キルティングポーチ中・小
中 13×23×8
小 10×17×6

26×21×マチ7　薄型ティッシュボックス用
掛けひもが付いているので便利です。

ティッシュケース ポケットティッシュケース 裏がついてしっかりしています。

　　　　　　作業所の皆さんです。全員そろって
　　　　　　ハイ、ポーズ。

コーヒーカップ・湯呑み・ぐいのみ他

一輪挿し他

はしおき 魚・犬他

器 小鉢・大鉢他

 　　 作　業　風　景

陶芸品 人形 うさぎ・かえる他

陶芸品

陶芸品

陶芸品

陶芸品 花瓶


