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新店舗ではパンも始めました

拝啓
梅雨に入りました。入ったばかりですが、早くあけてほしいです。
1年半ぶりのお便りになりましたが、皆様にはご清祥のことと、お慶び
申し上げます。日頃、「手作り工房イルカ」をご支援くださいまして、
厚くお礼申し上げます。9ヶ月間東椎路で活動しましたが、昨年7月末、
貸し主側の問題でやむなく元の岡宮にいったん戻り、移転先を探して
おりました。やっと三島にご縁があり、4月末より引越しをかけておりました。
お蔭様で、6月1日に新店舗をオープンすることが出来ました。これも一重に、
皆様方のご支援の賜物と感謝いたしております。これをバネにチャレンジドも
スタッフも一致団結して、新天地で心新たにがんばっていく所存でございます。
今までにもまして、ご支援賜りますよう心からお願い申し上げます。
今度の場所は、広小路に近く交通の便のよい所です。お近くにいらした折には
ぜひ、お立ち寄り下さいますようお待ちしております。
敬具
三島高校正門より、
東へ400ｍ
一本道です

イルカ地図

クロワッサン各種
バタークロワッサン
チョコクロワッサン
あんこクロワッサン
コーヒークロワッサン
杏クロワッサン
いちごクロワッサン
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ベーグル￥130

トマトスナック ￥130
完熟トマトとチーズを
包みゴマをトッピングしました

おかずパン
食パン

チーズとほうれん草 ￥130
低脂肪な羊のチーズを
使った、惣菜系デニッシュ

← ← オリジナルはじめます！！
← ←
お楽しみに（o^0^o)/

いつもご協力ありがとうございます お世話になりました

（敬称略）「」中止中・休止中

委託販売 沼津市立病院売店 「あしたか太陽の丘売店」 富士通売店
「ミカドール」 「キッチンパパ」 「伊豆海」 ワークステーションあゆみ橋 まつあかり
黒富士農場売店 静岡ハンド 珈琲館（ＮＰＯ法人リベラヒューマンサポート）
定期移動販売
県立沼津養護学校 「富士養」 御殿場養 東部養 沼津ろう学校
金岡中学校望星第一クリニック 県総合庁舎 三島市役所組合「韮山社協」「県立吉原工業高校
イベント・バザー参加 県立三島南高校函嶺祭 県立韮山高校龍城祭 沼津ろう学校文化祭
御殿場養護学校文化祭 東部養護ＰＴＡバザー 沼津養護納涼祭・ＰＴＡバザー
ジョブネット原祭り 「ダウン症フォーラムｉｎ静岡」 三島三ツ谷松雲寺法要 テクノカレッジ
清水町国際交流会 常葉保育所 藤井原保育所 三島成真寺 沼津（門池小 金岡小 金岡中）
裾野（東小 向田小） 沼津（第五小 第五中） 「キラメッセもったいないフリーマーケット」
三島共立病院 あしたか太陽の丘祭り 沼津社協バザー「沼津東名町夏祭り」生活クラブ祭り
「原町コミュニティ祭り 金岡コミュニティ祭り」沼津南口オレンジワイワイ祭り 函南商工祭り
裾野富岡コミュニティ祭り 裾野深良コミュニティ祭り 千本プラザ福祉施設展示会
サポートセンターなかせ あゆみ橋祭り
特注文御利用団体、個人
沼養ＰＴＡ 西浦保育所 あしたか学園 みゆき保育園
富士ビレッジ子ども会 ゆづり葉の会 常葉保育所 北部保育所 藤井原保育所 金岡保育所
裾野丸子中子ども会 草芽 畠中 滝口 勝又 西原 柳詰 中見（静岡） 星谷（沼津）
小川（伊豆の国） 天野（沼津） 創美園（鈴木）東名町子ども会 柳町子ども会
定期販売 生活クラブ生協 米久（株）社員食堂 「国際ソロプチミスト駿河」
支援団体、会社
(有)セキ綜合保険 ㈱山一コーポレーション ㈱ギャレリアコレクション
平野商会 イワサキ経営グループ ＮＰＯ法人海風47 ＮＰＯジョブネット原 ホンダプリモ裾野
ＮＰＯリベラヒューマンサポート ＮＰＯ法人けるん ＮＰＯ法人ヤーコンネットワークジャパン
ペビークラブ 楽天 (有)小牧食品 沼津法人会 ライオンズクラブ沼津香陵 米久㈱
友田インテリアショップより（店舗クロス張り寄贈）

新作クッキー

大好評！売れてます！

■
■
■
■
■

材料にこだわってます
卵は山梨の、黒富士農場産、自然環境で育つ鶏のたまごです
レモンは無農薬栽培 沼津西浦のレモンですから皮も美味しい
無添加米ぬか ミネラル マグネシウム 食物繊維が豊富
北海道産小麦粉「ゆきんこ」 国産なので安心
素精糖・上白糖・グラニュー糖・ブラウンシュガーどれも国産です

ヘルシーにこだわります！
おからクッキー
食物繊維たっぷり
ブラウンシュガー使用
甘さ控えめ
おやつ、軽食にどうぞ

ブランビスキュイ
オートミールと
ラムレーズンの
クッキー

など・・・

1995年
～

任意グループ活動
県内外の施設見学、技術指導、勉強会、バザー参加
2000年1月 法人化 ６人のチャレンジドの親が出資して、企業組合を建ちあげる
４月 沼津市北今沢へ手作り工房イルカを開店ＮＨＫナビゲーションにて放映
今沢中育成学級生の実習・沼津養護学校の実習・沼津養護学校の校外学習
～現在
～教員の職場体験・ 中・高・大学生の福祉体験 各地バザー・年間イベントに参加～
2002年3月 沼津市岡宮に移転
４月 知的チャレンジド２名（女）採用
県立三島南高校福祉体験（三日間）
沼津養護学校職場実習・沼津養護学校中等部校外学習
土日のクッキー教室開催 各地バザー、イベントに参加
2003年6月 国際ソロプチミスト駿河より表彰 国内・国外奉仕賞受賞
８月 知的チャレンジド２名採用（男1・女１）
１１月 第４１回愛の都市訪問 福祉支援活動受賞
静岡新聞社・静岡放送社会福祉事業より車輌寄贈される
１２月 県立三島南高校福祉体験６名
浜松学園生の実習 ２名
2004年4月 国際ソロプチミストアメリカ中央リジョンより表彰.助成受ける
沼津養護学校 定期移動販売開始
６月 あしたか太陽の丘ワークスうしぶせより実習生１名
１１月 ワークスうしぶせからの実習生採用（女1）
みずほ福祉財団より空調設備助成受ける
2005年2月 静岡朝日テレビとびっきり静岡にて放映
富士養護学校 定期移動販売開始
４月 ＮＰＯカフェ（三島）委託販売（リベラヒューマンサポート）スタート
社福法人きさらぎより（女1）採用 １２月退職
８月 あまぎ学園より実習生一名（女1）
生活クラブ生協協同組合 毎月４週に取り扱い開始
損保ジャパンより助成受ける（ＮＰＯ法人のたちあげ準備中）金岡小夏祭り ・なかせ初参加
手づくり工房イルカ東椎路へ移転
2006年1月 エイブル上映会（沼津法人会原）参加
２月 特定非営利活動法人フレンドシップ・イルカ認証、法人化
３月 ㈱ギャレリアコレクション（ブライダル引物一関事業）と契約、テクノカレッジ、清水町国際交流フリーマーケット
４月 エイブルⅡ上映会（沼津法人会原）出店
あまぎ学園より採用（女1）
５月 県立韮山高校龍城祭出店 日大三島中等部職場体験５人
沼津養護学校高等部より実習（男1）
７月 沼津ろう学校定期販売スタート
東部養護学校より実習（女2）
手づくり工房イルカ作業所、岡宮に移転
８月 金岡小学校ＰＴＡ納涼祭
沼津市立第一中学校、沼津市立校中等部各1職場体験
９月 県東部総合庁舎定期販売（毎金曜・昼）スタート、ワークステーションあゆみ橋、まつあかり委託販売スタート
１０月 チャレンジド採用（女1）計６名になる 保健センター健康祭り、御殿場養護学校定期販売スタート、あしたか太陽の丘文化祭
向田小PTAバザー、市立第五小PTAバザー、三島市役所組合定期販売スタート、三島共立病院イベント参加
市立金岡中学校職場実習１名
１１月 [県立吉原工業高校定期販売スタート]東部養護学校実習１名 全国宅老大会（静岡グランシップ）生活クラブ祭（キラメッセ）
沼津社協バザー、函南商工祭り、沼津ろう学校文化祭、金岡コミュニティ祭り初出店、門池小PTAバザー
市立第五中学校PTAバザー、御殿場養護学校文化祭、裾野深良コミュニティ祭、沼津養護学校PTAバザー
１２月 [韮山社協定期販売スタート]、東部養護学校定期販売スタート 県立三島南高校体験実習５名
2007年1月 望星第一クリニック、市立金岡中学校定期販売スタート 東部養護学校PTAバザー、なかせミニバザール
松雲寺立春法要（三島市三つ谷）
オーブン、ラベル作成機、小型ミキサー、
２月 日大三島中学部職場体験４名
ワードプロセッサーを導入できました。
３月 テクノカレッジ、清水町国際交流会
４月～ 三島市栄町改築工事引越し ＷＡＭ（長寿・子育て障害者募金より助成）
6月1日 ショップオープン
金岡中学校定期販売スタート
三島社会保険病院販売スタート
三島大通り祭り出店
健やかふれあい祭り出店
11月1日 就労継続支援（Ａ型）開始

