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第26回通常総会の開催

　令和２年度の通常総会は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、書面表決による議決とさせていただき、
提出期限の令和２年６月12日までに会員135名中118名から提出していただき、議案第１号から第８号議案まで
の全ての議案に118名が賛成され、過半数の賛成をもって可決承認されました。
　通常総会の書面議決の結果につきましては、２福授振第19号（２．６．15）にて各会員様あてにメールで通知
させていただいております。

会長あいさつ

福島県授産事業振興会　　　　

会長　三　浦　正　一　　

　会員の皆様には日頃より当会の運営及び事業の推進にご支援ご協力を賜り厚く感謝申
し上げます。昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い緊急事態宣言が出されるな
ど、私たちの生活様式も大きく変わった年となりました。昨年の４月頃から予定してい

た販売会も軒並み中止となりましたが、緊急事態宣言明けには規制も緩和され、６月頃から徐々に販売会も開
催できるようになったものの、主催者の意向で全て回復するまでは至らず、厳しい状態が続いております。本
年４月頃からはワクチンの接種も可能になるとの見解が示されておりますが、この事態が早く終息することを
願いたいものです。
　さて、自主製品の販売会では、コロナ禍の中厳しいものでしたが、アンテナショップ「福祉の店」への出店、
県外では日本橋や上野での販売会、さらには毎年ご支援をいただいている福島銀行大展示即売会はカタログ販
売に切り替え、前回に近い売り上げを確保することができました。ウィズコロナに向けてこれからの販売会の
取り組みについて検討していかなければなりません。
　なお、当会では、経営意識向上研修、工賃向上研修、焼菓子講習会を開催しました。
　事業所の皆様には積極的に参加していただき、事業所運営に大きく貢献されることでしょう。今後の活躍に
期待したいものです。
　また、当会では農福連携事業にも平成28年度から取り組み、年々事業を拡大しております。令和２年度は農
福連携体制強化事業とし、新たに担当コーディネーター１名を採用し、農福連携研修会の開催、マッチング支
援事業、アドバイザー派遣及びノウフクマルシェなどに積極的に取り組み、工賃向上に大いに寄与できたもの
と考えております。
　JA全農福島とも協力体制を構築できましたので、農家とのマッチング推進に取り組んでまいります。
　さらなる工賃水準の底上げを図るために、研修会の開催、市場動向に即した商品開発と販路の拡大など、会
員の皆様と連携して工賃向上に取り組んでまいりますので、一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
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工賃向上支援事業
◆経営意識向上研修
　「問題の観察」及び「解決のための処方診断」
を学び、「対応する行動計画」を策定するノウハ
ウを習得する。特に製品（商品）を販売し実績を
上げている事業所がより収益改善を図るための視
点やノウハウを学ぶことを目的に研修会が開催さ
れました。
　○期　日　１日目：令和２年10月２日（金）
　　　　　　２日目：令和２年10月23日（金）
　○場　所　福島県農業総合センター（郡山市）
　○参加者　12事業所・16名
　○講　師　阿部　憲夫 氏（経営士・ITコーディネーター）
　　　　　　齋藤　哲也 氏（ファイナンシャルプランナー・相続カウンセラー）
　　　　　　渡辺　明美 氏（リーディングファシリテーター・中級カウンセラー）

◆工賃向上研修（日本セルプセンター共催）
　「ウィズコロナで新しい工賃事業の可能性を見つけよう」をテーマに、各
事業所の課題と可能性を共有し、ウィズコロナで工賃事業はどう変わるの
か、どんな可能性があるかをグループでディスカッションをし、目標達成
に向けたアイデアの絞り込みを行い、ウィズコロナでの現状の共有、可能
性の発見、新しい取り組みを体験し、ソーシャルリーダーの在り方、コミュ
ニケーション（巻き込み方）、「作る・売る」のスキルを学びました。
　○期　日　１日目：令和２年８月31日（月）
　　　　　　２日目：令和２年11月５日（木）
　　　　　　３日目：令和３年１月13日（水）
　○場　所　福島県農業総合センター（郡山市）
　○参加者　16事業所・17名
　○講　師　風間英美子 氏（㈲キュベル　代表、経営コンサルタント）

◆焼菓子講習会
　焼菓子製作の基本を学び、施設で今後の焼菓
子製造の一助になることを目的に開催しました。
　○期　日　令和２年11月２日（月）
　○場　所　アオウゼ調理実習室
　○参加者　６名・６事業所
　○講　師　武田　芳美 氏
　　　　　　（カフェ・ショコラティ　代表）

　　議案第１号　平成31年度事業報告書の承認について
　　議案第２号　平成31年度一般会計収入支出決算書の承認について
　　議案第３号　平成31年度特別会計収入支出決算書の承認について「障害者就労支援事業所コーディネーター事業」
　　議案第４号　平成31年度特別会計収入支出決算書の承認について「農福連携支援事業」
　　議案第５号　令和２年度事業計画書（案）について
　　議案第６号　令和２年度一般会計収入支出予算書（案）について
　　議案第７号　令和２年度特別会計収入支出予算書（案）について「障害者就労支援事業所コーディネーター事業」
　　議案第８号　令和２年度特別会計収入支出予算書（案）について「農福連携支援事業」

　本総会の提出議案は次のとおりです。
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農福連携支援事業
　農福連携とは、障害者等の農業分野での活躍を通じて、自信や生きがいを創出し社会参画を促す取組であり、
農林水産省と厚生労働省は連携して、「農業・農村における課題」、「福祉（障がい者等）における課題」双方
の課題解決と利益（メリット）が共有できるWin-Winの取組であるとして推進しています。
　福島県授産事業振興会では、農業側と福祉側の間のマッチング支援による福祉事業所の工賃向上に取り組ん
でいます。

◆施設外就労コーディネーター養成講座
　地域モデルとして成果を上げている県外事業所や、県内の事業所及び農業側の実践報告を紹介しました。
　○第１回：令和２年12月３日（木）郡山市青少年会館（郡山市大槻町）
　○福島県・郡山市の施設外就労状況
　　　講師　渡部　栄昭 氏（福島県授産事業振興会）
　　　講師　大和田裕一 氏（郡山市園芸畜産課）
　○基調講演「長野県における取り組み」
　　　講師　沖山さやか 氏（長野県セルプ協議会）
　○県内事業所からの報告
　　　講師　黒澤　悦男 氏（結の郷）
　　　講師　橋本　　陽 氏（郡山コスモス会）
　　　講師　関根　孝迪 氏（こころん）

　○第２回：令和２年12月16日（水）福島県農業総合センター（郡山市日和田町）
　○基調講演「ユニバーサル農業の目指すもの」
　　　講師　鈴木　厚志 氏（静岡県京丸園）
　　　講師　中島　昌博 氏（静岡県CTCひなり）
　○県内農業者からの報告
　　１．株式会社　希望ファーム
　　２．斎藤果樹園
　　３．JA全農ふくしまの取り組み

◆ふくしまで農福連携を盛り上げよう！応援講演会
　当初２月開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大により首都圏等に緊急事態宣言が出されたため、
３月開催に変更し「農福連携で繋がる社会」を題材に、２部構成で講演をいただきました。
　講演は会場参加とオンラインによる参加により、多くの皆様に参加していただきました。
　１　月　日　令和３年３月９日（火）
　２　場　所　郡山市中央公民館
　３　講　演
　　⑴　第１部
　　　・時　間　13：40～14：40
　　　・演　題　「これからの農福連携の展望と可能性」
　　　・講　師　吉田　行郷 氏（農林水産政策研究所次長）
　　⑵　第２部
　　　・時　間　14：50～15：50
　　　・演　題　「みんなが活躍できる共生社会を目指して」
　　　・講　師　村木　厚子 氏（元厚生労働事務次官・津田塾大学客員教授）
　４　主　催　社会福祉法人郡山コスモス会
　　　共　催　福島県授産事業振興会・郡山市・公益社団法人日本フィランソ

ロピー協会・認定NPO法人キャリア・デザイナーズ・一般社団法人空
　　　後　援　福島県・一般社団法人日本農福連携協会
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◆農福連携体験会の開催
　障がい者と農業者のマッチングを促進するため、農作業の体験会を開催しました。
１　落花生の播種
　⑴　日　時　令和２年５月26日（火）
　　　　　　　10：00～11：00
　⑵　場　所　喜多方市塩川町赤星地内畑地
　⑶　参加者　参加事業所数　２　施設

２　土壌分析サンプル作成
　⑴　日　時　令和２年８月28日（金）
　　　　　　　13：30～14：30
　⑵　場　所　JA全農福島郡山農業技術センター
　⑶　参加者　参加事業所数　１　施設

３　みょうがの収穫
　⑴　日　時　令和２年10月22日（木）
　　　　　　　13：00～14：00
　⑵　場　所　南相馬市小高区　トーヨーエネルギーファーム
　⑶　参加者　参加事業所数　３　施設

４　ニンジンの収穫作業
　⑴　日　時　令和２年11月16日（月）
　　　　　　　９：30～10：30
　⑵　場　所　矢吹町猪合雅樹氏圃場
　⑶　参加者　参加事業所数　３　施設

５　リンゴ・モモの剪定枝集め
　⑴　日　時　令和３年２月25日（木）
　　　　　　　13：30～14：30
　⑵　場　所　福島市飯坂中野斎藤果樹園圃場
　⑶　参加者　参加事業所数　８　施設

◆農福マルシェ
　県内外でマルシェ（市場）を開催することとしておりましたが、コロナ禍の関係で県内のみの開催となりま
した。
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展示即売会・アンテナショップ展示即売会・アンテナショップ

◆県外での販売会開催
１　まごころフェア
　⑴　期日
　　　令和２年７月16日（木）～21日（火）
　⑵　場所
　　　日本橋ふくしま館MIDETTE
　⑶　参加数　21事業所

２　まごころフェア
　⑴　開催月日
　　　令和２年９月24日（木）～29日（火）
　⑵　開催場所
　　　日本橋ふくしま館MIDETTE
　⑶　参加数　28事業所

３　エシカルライフフェア
　⑴　開催月日
　　　令和３年１月27日（水）～31日（日）
　⑵　開催場所
　　　松坂屋上野店
　⑶　参加数　７事業所

４　復興支援販売会
　⑴　開催月日
　　　令和３年３月19日（金）
　⑵　開催場所
　　　NHK渋谷放送局
　⑶　参加事業所数　21事業所

◆県内での販売会開催
１　そらのまちマルシェ
　⑴　開催月日
　　・令和２年６月21日（日）
　　・令和２年７月19日（日）
　　・令和２年９月20日（日）
　　・令和２年10月18日（日）
　⑵　開催場所
　　　道の駅安達　智恵子の里・下り線
　⑶　参加事業所数　延べ４事業所

２　しらかしマルシェ
　⑴　開催月日
　　・令和２年７月23日（木）～26日（日）
　　・令和２年８月８日（土）～10日（月）
　　・令和２年９月19日（土）～22日（火）
　⑵　開催場所
　　　うすい百貨店
　⑶　参加事業所数　延べ25事業所

３　いきいき！ふくし夏祭り
　⑴　開催月日
　　　令和２年８月１日（土）
　⑵　開催場所
　　　福島駅前通り
　⑶　参加事業所数　20事業所

４　Voiceふくしま納涼祭
　⑴　開催月日
　　　令和２年８月23日（日）
　⑵　開催場所
　　　街なか広場
　⑶　参加事業所数
　　　３事業所

５　2020夏の手仕事展
　⑴　開催月日
　　　令和２年８月18日（火）～23日（日）
　⑵　開催場所
　　　at home日和田店（アットホーム）
　⑶　参加事業所数
　　　10事業所

６　ふれあい広場
　⑴　開催月日
　　　令和２年９月13日（日）
　⑵　開催場所
　　　イオン福島店第２駐車場
　⑶　参加事業所数
　　　５事業所
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７　ユナフェス
　⑴　開催月日
　　　令和２年10月３日（土）
　⑵　開催場所
　　　街なか広場
　⑶　参加事業所数
　　　20事業所

８　いきいき！ふくし秋祭り
　⑴　開催月日
　　　令和２年10月31日（土）
　⑵　開催場所
　　　街なか広場
　⑶　参加事業所数
　　　11事業所

９　クリスマスマルシェ
　⑴　開催月日
　　　令和２年12月11日（金）～13日（日）
　⑵　開催場所
　　　うすい百貨店
　⑶　参加事業所数
　　　13事業所

10　道の駅会津湯川・坂下販売会
　⑴　開催月日
　　　令和２年７月18日（土）～19日（日）
　　　令和３年３月27日（土）～28日（日）
　⑵　開催場所
　　　道の駅会津湯川・坂下
　⑶　参加事業所数
　　　延べ16事業所

11　そらのまちハピネスモールいわき
　⑴　開催月日
　　　令和２年８月９日（日）
　　　令和２年９月13日（日）
　　　令和２年10月11日（日）
　　　令和２年11月８日（日）
　　　令和２年12月13日（日）
　⑵　開催場所
　　　ベストファームいわき
　⑶　参加事業所数
　　　延べ12事業所

12　そらのまちハピネスモール郡山
　⑴　開催月日
　　　令和２年９月６日（日）
　　　令和２年10月25日（日）
　　　令和２年12月６日（日）
　⑵　開催場所
　　　ベストファーム郡山
　⑶　参加事業所数
　　　延べ８事業所

13　エブリア蚤の市
　⑴　開催月日
　　　令和２年９月５日（土）～６日（日）
　⑵　開催場所
　　　鹿島ショッピングセンター
　⑶　参加事業所数
　　　２事業所

14　浪江町展示即売会
　⑴　開催月日
　　　令和２年９月２日（水）
　　　令和２年10月７日（水）
　⑵　開催場所
　　　浪江町役場
　⑶　参加事業所数
　　　延べ21事業所

15　アクロス大原販売会
　⑴　開催月日
　　　令和２年９月５日（土）～６日（日）
　　　令和２年12月13日（日）
　　　令和３年２月20日（土）～21日（日）
　⑵　開催場所
　　　ヨークベニマルアクロス大原店
　⑶　参加事業所数
　　　延べ９事業所

16　リアル版ふくしまいいものビレッジ
　⑴　開催月日
　　　令和２年10月24日（土）
　⑵　開催場所
　　　Ｊヴィレッジ
　⑶　参加事業所数
　　　２事業所
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17　ユナイテッド福島市スペシャルマッチ（いきいき！
ふくしマーケット）

　⑴　開催月日
　　　令和２年10月25日（日）
　⑵　開催場所
　　　あづま総合運動公園
　⑶　参加事業所数
　　　２事業所

18　第46回福島市福祉作品展（いきいき！ふくし
マーケット）

　⑴　開催月日
　　　令和２年11月27日（金）～29日（日）
　⑵　開催場所
　　　アオウゼ
　⑶　参加事業所数
　　　17事業所

19　スポ振アキフェス
　⑴　開催月日
　　　令和２年11月28日（土）
　⑵　開催場所
　　　福島市パークゴルフ場
　⑶　参加事業所数
　　　２事業所

場　　　　　　　　　所 開　　催　　日

福　　島　　市 いちい街なか店（旧中合） ３．３．19～21（３日間）

郡　　山　　市 イトーヨーカドー郡山店 ２．10．16～26（11日間）

い　わ　き　市 鹿島ショッピングセンター ２．11．６～16（11日間）

会　津　地　方 道の駅ばんだい ２．９．19～22（４日間）

いわき会場 会津会場 郡山会場

◆第９回障がい者事業所製品大展示即売会
　毎年、福島銀行本店大ホールにおいて大展示即売会を開催してき
ましたが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、今年度はカタ
ログによる販売に切り替えました。福島銀行様のご協力をいただき
1,600点を超えるご注文をいただき、前回に近い売り上げを確保で
きました。

◆アンテナショップ「福祉の店」
　年度当初にアンテナショップの開催計画を立てましたが、コロナ禍の問題で予定とおりには開催できません
でしたが、各会場とも１回開催できたことは、関係者のご理解とご協力の賜です。
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　令和２年度授産施設新製品（商品）開発コンクールが、令和３年１月30日に「ホテル華の湯」（郡山市熱海町）
で開催されました。

　コンクールは、非食品の部に、16施設から24点、食品の部には、10施設から16点、全体では26施設から40点
の応募がありました。
　入賞製品は次のとおりです。

コンクールは、スマイルワーク、アットホームが金賞
「農福連携特別賞」には、自立研修所ビーンズ

福島民報社賞「オニクオイシクナール」銀賞「歯ブラシスタンド」

金賞「藍染ウールストール」

福島民友新聞社賞「マスク＆マスクケース」

農福連携特別賞
「りんご豆乳ブレッド」

銀賞
「キャロットケーキ」

金賞「ふくたね」

授産施設製品（商品）開発コンクール

◆非食品の部
　■金　賞　藍染ウールストール【スマイルワーク】� （相 馬 市）
　■銀　賞　歯ブラシスタンド【工房トマトハウス】� （郡 山 市）
◆食 品 の 部
　■金　賞　ふくたね【アットホーム】� （福 島 市）
　■銀　賞　キャロットケーキ【ワークコスモス】（郡山市）
　■農福連携特別賞　りんご豆乳ブレッド【自立研修所ビーンズ】� （南相馬市）
◆特　別　賞
　■福 島 民 報 社 賞　オニクオイシクナール【ワークセンターさくら】� （広 野 町）
　■福島民友新聞社賞　マスク＆マスクケース【共に生きるくろ～ば～】� （福 島 市）
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設施 紹 介

就労継続支援Ｂ型　アットホーム（福島市）

就労継続支援Ｂ型　共に生きるくろ～ば～（福島市）

　福島市にあります就労継続支援Ｂ型事業所アットホームです。当事業所は2018
年５月に開所しました。作業として主にお菓子を製造しており、お菓子の個包装、
シール貼り、納品時の箱詰め、贈答用箱折りも行ないます。現在は月曜日と水曜
日の午後に事業所内での菓子販売も行っており、今後は事業所販売の曜日を増や
す予定です。
　製造するお菓子はチョコレート菓子と焼菓子です。県外の企業からの受託製造
と共に自社ブランド菓子を製造しており、自社製品のアーモンドチョコレートの

「ふくたね」が「令和２年度授産施設製品（商品）開発コンクール」食品部門で金賞をいただきました。今回
いただいた賞により利用者さんのモチベーションも高くなり、事業所での作業活動の励みになっています。
　作業は利用者さん各自の個性に合わせ作業に使う道具を工夫したり、作業を段階ごとに分けて得意な作業を
行なっています。また時間をかけてゆっくりと練習を重ねてから、本作業に入るようにしています。日々の作
業を丁寧に行ない、多くの方にアットホームの作業や商品を知ってもらえるよう、これからも作業に励んでい
きたいと思っております。機会がありましたらぜひお気軽にお立ち寄りください。

　一般社団法人　久遠ぷれいす「共に生きる　くろ～ば～」は令和２年４月に就
労継続支援Ｂ型事業所として開所いたしました。
　縁ある方が笑顔でつながり、仕事を通じて笑顔で楽しく自分らしく夢を持ち続
ける。そしてよりよい人生を歩んでいけるそんな空間のアットホームな施設を目
指しております。手工芸品、縫製品、木工品などの作成、イベント販売を通してお
客様の喜ぶ顔を見たく、次へのステップとして技術の向上に取り組んでおります。
　ポスティング、アパート共用清掃、ハウスクリーニング及び除草など施設外就
労で人と人とのご縁を大事に作業させていただいております。
　一人ひとりが個性あふれる作家さん。そんな集まりが「共に生きる　くろ～ば～」笑顔あふれる空間のくろ
～ば～に皆さん遊びにいらしてください。
　あなたの持っている原石を、私たちと一緒に輝かせてみませんか。
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就労継続支援Ａ型　ワークアイアイ利通（会津若松市）

就労継続支援Ｂ型　Do－ドゥ－（いわき市）

　当事業所は平成27年７月に障害者の就労支援Ａ型事業所として、初めて電
子組立作業所として開所されました。それまで会津では、レストランやパン
菓子作り・小物作りなどの作業所はありましたが、一般製造工場と同居しな
がらの就労継続Ａ型事業所はありませんでした。
　昨年、当事業所のグループ会社の有限会社利通が、「もにす認定」第１号
を受けました。その代表である眞鍋が、障がい者が社会に貢献できるは、希
望者・需要があると考え創立した事業所です。

　現在、常に10名の利用者と、管理者をはじめと
する７名の支援員で、利用者の一般就労への道が
開けるよう日々訓練に励んでおります。
　多品種少量生産の目まぐるしく変化する作業内
容にも、自分の目標を設定して対応できるように
し、このコロナ禍の中で、社会と会社の秩序を守
り、個々のできる能力を生かして出来る作業を少
しでも増やすことを目指す職場となっています。

会社の理念である
『ともに夢ある未
来に歩んでまいり
ます。』

　皆さんこんにちは！初めまして。Do－ドゥ－です。当事業所では就労継続支
援Ｂ型と就労移行支援を行っています。就労継続支援Ｂ型ではペーパークラフ
ト、アロマサシェ、アートフラワー等製作に日々励んでおります。一つ一つの作
品、製品に心を込めて製作しているため、利用者さん達のオリジナル作品は他で
は見られない100％手作り唯一無二のものばかりです。当事業所では、草むしり
や車の点検なども行っております。就労移行支援では、Ｐ検やMOSなど資格の
勉強を行い、他にも自分の能力を高める為、絵画やレジンアートなどをしていま
す。将来的に一人一人の意向に合わせた訓練をしています。また当事業所では、新型コロナウイルスの感染防
止の一環として在宅支援も取り入れております。その為、コロナウイルスで通所に不安がある方も安心してお

仕事が出来ますのでご相談下さい。在
宅支援でも能力向上を目指し、資格取
得の勉強をしたり、ハンドメイド作品
を作り、プリントでの課題学習など
様々な取り組みをしております。Do
に興味のある方はぜひご連絡下さい。
明るいメンバーと優しい支援員たちが
お待ちしております。この文面は就労
移行のメンバー達と考えた文章です。

車載部品の溶着 車載部品の下組 医療部品の切断加工

車載部品の圧入車載部品の外観検査
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就労継続支援Ｂ型　あさ家（南相馬市小高区）

就労継続支援Ｂ型　梁川ふれ愛ガーデン（伊達市梁川町）

　特定非営利活動法人あさ家は、平成29年９月４日に就労継続支援Ｂ型（定員20
名）として開所いたしました。理念として「優しい思いやり、笑顔が絶えない施
設づくり」行動指針として「相手の立場に立つ、聴く、見る、考える、その人ら
しく生きることへの支援、いつも笑顔」としています。また利用者さんへ毎日「あ
りがとう」の言葉のシャワーを沢山掛け、本人の行動を肯定的に捉え「できてる
よ」「それでいいんだよ」の声掛けも大切にしています。現在身体障がい者６、
精神障がい者９、知的障がい者３、難病１、合計19名の利用者が職員とともに資
源回収、分別、請負清掃、自社製品の値札付けや袋詰め等を行っています。利用者さん達は家庭的な雰囲気の
中で自分の得意な作業を行い、小さな成功体験を積み重ねることにより自信に繋がり強いては初めて取り組む
ことにも意欲的になっています。仕事をすること、物を作ることは生きる喜びに繋がっています。年間行事は
お花見、芋煮会、クリスマス会、お誕生会、ドライブ等を行っています。交流会として、同じ区内のほほえみ
デイサービスセンターさんが主催するイベントに参加させていただいております。お近くにお越しの際は是非
お立ち寄りください。

　梁川ふれ愛ガーデンは、平成26年２月１日に開所しました。カフェを中心に作
業を行っていましたが、昨年３月より、新型コロナウイルスの対策としてテイク
アウトのみにし、作業の転換を図っています。タオルの内職も激減し、同法人の
各事業所の清掃、草とり等を行い、手芸に力を入れるようになりました。マスク、
マスクチャーム、マスクバンド、タオルキャップ等どんどん商品の幅も増えてい
ます。昨年８月より振興会に入会し、販売できる機会をいただき本当に助かって
います。12月には振興会より「柿取り・枝切り」を紹介していただき、施設の外
に出て作業する機会が広がり、農家の方とのふれあう機会ができました。また、新たに焼菓子をスタート。クッ
キー、パンと広げていく予定です。就労サポートへも力を入れ毎年１名以上の就職者があり継続支援も行って
います。
　毎週土曜日は生活訓練として運動、音楽、料理、外出等を行っています。
　医療法人で行っているため月に一回看護師による体重・血圧のバイタルチェックを行います。おかげで体重
増に歯止めがかかりました。白衣の天使の効果は絶大です。
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　昨年２月頃から新型コロナウイルスの感染が拡大し、首都圏においては２度の緊急事態宣言が出さ
れ、県内においてもクラスターが発生するなど、コロナに始まりコロナで終わった１年となりました。
コロナの影響で県内外で開催されていた販売会も軒並み中止となり、施設製品の販売に大きな影響を
与えたのではないでしょうか。今年は、ワクチン接種も始まり、終息まではまだまだ時間がかかりそ
うですが、通常通りに販売会ができるようになることを祈っております。 事務局　

編 集 後 記

情報コーナー

事務局通信

会 員 募 集

◎令和３年度（第27回）通常総会を開催します。
　・日　時　令和３年５月31日（月）　午後１時30分から
　・場　所　福島県総合福祉センター（福島市渡利）

　当会の目的及び事業において継続的に支援していただける協力会員（企業、団体、個人）の
皆さまを広く募集しております。

◦企業・団体…入会金なし／年会費　１口　10,000円（何口でも可）
◦個　人………入会金なし／年会費　１口　 5,000円（何口でも可）

当会へ電話又はホームページのお問い合わせからお申し込みください。
「入会用払込用紙」をお送りしますので、郵便局で払込手続きをお願い
いたします。

会報（年１回発行）をお送りします。
入会時に記念グッズ（授産製品）を差し上げます。

◎令和３年度アンテナショップ「福祉の店」の開催日程（予定）
　・郡 山 市　　イトーヨーカドー郡山店　　　１期　　　６．11（金）～21（月）　11日間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２期　４．２．18（金）～28（月）　11日間
　・いわき市　　鹿島ショッピングセンター　　１期　　　７．10（土）～20（火）　11日間
　　　　　　　　イオンいわき店　　　　　　　２期　　　11．12（金）～22（月）　11日間
　・福 島 市　　旧中合福島店　　　　　　　　１期　　　８．20（金）～25（水）　６日間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２期　　　10．15（金）～20（水）　６日間
　・会津方部　　道の駅「ばんだい」　　　　　　　　　　９．18（土）～21（火）　４日間

※開催日程は会場の都合により、変更する場合があります。

年会費
（協力会員）

入会方法

特　典


