あら、
障 が い の あ る 人 も な い 人 も まぜこぜ に︒ なかよし

まぜて

焼いたら

PR 塾（商品開発講座）

①福祉の商品でまちづくり事業

「かわいそうだから買ってあげる」ではな
く、
「プレゼントしたくなるクッキー」を目
指して、福祉の商品開発講座を開催して
います。福祉作業所、ボランティア有志に
よる企画委員会で運営しています。

③企業の社会貢献プログラム開発事業
デザイナーらも参加

これまでのテーマ

置きクッキー

2007 年 10 月 私たち（市民）だからできるＰＲ塾
2010 年 9 月 共通ブランド「紅赤一期一会」開発（専門学校他とコラボ）
2011 年 9 月 プチギフト開発「新聞バッグづくり教室」他
（埼玉県しらこばと基金助成）
2013 年 1 月 ディスプレイ＆ポップづくり
2014 年 1 月 接客編「カリスマ駅弁販売員に学ぶ」他
2015 年 1 月 『仕合わせ』な売場編「シェフとつくるさっくりクッキー」他
2016 年 1 月 販売企画編「西圓寺発、地域のつなぎ技に学ぶ」他

オフィスの一角やレジ横に「置きクッ
キー」スペースをご提 供いただき、
販路拡大につなげています。

さいたま市内の主な設置場所

・コワーキングオフィス 7F（大宮区）
・大宮武道館（見沼区）
・毎日興業（大宮区）
・埼玉大学生協売店（桜区）
・てらこやラボ（大宮区）
・ラダースポーツ（中央区）ほか

ホテルシェフを講師に

クッキーバザール
PR 塾で魅力的になった商品のお披露目のため、
年一回、浦和コルソで、福祉作業所のクッキーの販
売会を開催。売上は 2日間で100万円を超えます。 学生ボランティアも応援

クッキー販売／イベント参加
県内作業所が 15 カ所参加
パルシステム「青空市」

お祭やイベントに参加し、クッキー
販売の機会をいただいたり、ノベル
ティなどにご活用いただいています。

主な参加イベント・販売場所

デコッパ卓球選手権

②障がい者の社会参加プログラム開発事業

障害のある人ない人まぜこぜのスポーツを
通じた交流企画。デコレーションしたスリッ
パ＝「デコッパ」で、卓球の腕を競い合い
ます。実行委員会形式で運営しています。

大宮アルディージャ手話応援

・パルシステム埼玉「青空市」に出店
・ファインモータースクール
「まるごとバイクフェスティバル」に出店
・With You さいたま イベントに出店
・毎日興業「社員表彰メダルクッキー」作成
・大宮アルディージャ手話応援デー
ノベルティクッキー企画

さい

てきな

かかっ

〜情熱を常設に〜

バリアフリーラケット開発

「クッキーどこで買えるの？」
の声にこたえたい。
3 つの事業を軸に、次の事業展開として「福
祉だからできる商品」の価値を発信する拠点・
常設店を整備していきます。

車椅子でも卓球を楽しめるラケッ
トを、ものづくり応援企業・氷川
工作所とともに開発しました。

●団体名
特定非営利活動法人クッキープロジェクト

●役員 ［第 1 期］設立〜2017年 8 月 31 日まで
代表理事 若尾 明子
理事 岡崎 幸治
理事 野口 泰男
理事 竹内 高子
理事 浜本 由里子
理事 谷居 早智世
理事 宮崎 秀代
理事 土屋 ひろみ
理事 傳田 ひろみ
監事 若林 祥文

●沿革
2007 年 10 月 NPO 法人ハンズオン埼玉の呼びかけで
プロジェクトスタート、PR 塾開講
2008 年 2 月 クッキーバザール 2008 開催
2009 年 1 月
クッキーバザール 2009 開催
2009 年 12 月 PR 塾やバザール参加者有志により、
任意団体クッキープロジェクト設立準備会発足
2010 年 8 月
実行委員会形式ですすめる
任意団体クッキープロジェクト設立

2010 年 9月

2012 年 10 月
2016 年 6 月

PR 塾再開、共通ブランド開発
クッキーバザール 2010 開催
以降毎年講座とバザール開催
第１回デコッパ卓球選手権開催
以降毎年 10 月に開催
継続的な事業展開の基盤整備のため、
NPO 法人化

これまでのバザール参加作業所

（2008 〜 2016 年）
山ばと作業所（本庄市）
あゆみ作業所（深谷市）
ねぎぼうず作業所（深谷市）
みんなのいえ（深谷市）
よるべ（滑川町）
こすもす作業所（坂戸市）
第３川越いもの子作業所（川越市）
初雁の家（川越市）
かわせみ（日高市）
シンフォニー（新座市）
ワークハウスさといも（桶川市）
幸手学園（幸手市）
ちひろ珈琲（さいたま市見沼区）
福祉作業所かしのき
（さいたま市見沼区）
大宮太陽の家（さいたま市大宮区）
お菓子工房 CoCo（さいたま市大宮区）
ほっとラウンジ（さいたま市浦和区）
彩星学舎（さいたま市浦和区）
デイケア施設さんご（さいたま市南区）
フレンズネット（さいたま市南区）
しびらき（さいたま市桜区）
福祉作業所ゆうゆう（戸田市）
ハーモニー（戸田市）
晴れ晴れ（川口市）
すいーつばたけ（川口市）
くらしセンターべしみ（越谷市）
吉川フレンドパーク（吉川市）
みどりの風（三郷市）

広告協賛企業

（クッキーバザール 2016）
株式会社タムロン
中央ろうきん さいたま支店
毎日興業株式会社
株式会社ラダースポーツ
有限会社あかつき建設
ウェルビー株式会社
ファインモータースクール
株式会社 OKUTA
コワーキングスペース oﬃce 7F
埼玉県生活協同組合連合会
株式会社世田谷社
合同会社橘
デンダ歯科クリニック
はあとねっと輪っふる
パッケージプラザ大宮店
生活協同組合パルシステム埼玉
パレスホテル大宮
ペットハート便
株式会社森島工務店

協力団体等

（クッキーバザール 2016）
コミュニティプラザコルソ
パレスホテル大宮
富士ゼロックス埼玉端数倶楽部

まぜて

焼いたら
大

社員も学生もフリーターも、大人も子どもも、いろんな人が「ま
ぜこぜ」になって暮らす社会がおもしろいと考えています。福祉
作業所と企業など、ふだんの暮らしの中では知り合う機会が少な
あえる「まぜこぜ」のしかけづくりのために設立しました。
これまでの活動でクッキーの商品力が向上してきた背景には、
いわゆる専門家による「支援」だけではなく、福祉関係者とそれ
以外の人とが、わいわい対話する中での気づきを大事にしてきた
点があります。福祉作業所の困りごとをシェアしながら、みんな
で解決策を考えるというプロセスこそが、人と人をつなぎ、豊か
な地域社会をつくっていくと実感しています。

□会員になる
正 会 員 10,000 円／年（議決権有り）
賛助会員 個人サポーター 1 口 1,000 円（何口でも）
法人サポーター 1 口 10,000 円（何口でも）
※会員は年度更新（7 月〜翌 6 月）となります。

□広告協賛で応援する
クッキーバザール協賛企業を毎年 12 月頃に募集します。
ご興味のある企業様は、ぜひご連絡ください。
3 コース : □ 50,000 円 □ 30,000 円 □ 10,000 円
【振込先】特定非営利活動法人クッキープロジェクト
●郵便振替
口座番号 00180-7-634895
●銀行振込
埼玉りそな銀行さいたま新都心支店
普通０３０２５４４

祉のクッキーをはじめ、福祉の仕事が希望をつなぐツールとなる
事業を企画していきます。
まぜて 焼いたら あら、なかよし。
一緒に まぜこぜ

おいしい社会をつくりませんか。
NPO 法人 クッキープロジェクト

NPO 法人

らさ・生きづらさを抱えている人が増えている現代において、福

クッキープロジェクト

の尊さを教えてくれます。経済成長優先で孤立化が進み、働きづ

cocoon

さいたま新都心駅徒歩 10 分
お菓子工房 CoCo に間借りしています。

〒 330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 3-29
お菓子工房 CoCo 気付
TEL:090-3409-5112 FAX：048-641-8940
大宮駅・さいたま新都
E-mail:awakao@beige.ocn.ne.jp
心駅徒歩 15 分

お菓子工房 CoCo の軒
先を借りています

また、クッキーをていねいに手作りする障がい者の働き方は、
一人ひとりができることを持ち寄って、役割をもちながら働くこと

クッキープロジェクト

さいたま新都心

い人同士が、福祉のクッキーを通じて出会い、お互いにかかわり

中山 道

私たちクッキープロジェクトは、障がいのある人もない人も、会

氷川 参道

クッキープロジェクトの運営は、賛同していただける皆
様の年会費、ご寄付、協賛金によって支えられています。

宮

わたしたちの思い

