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オリジナルポストカード

おくすり手帳カバー

810-0012
福岡市中央区白金 1-12-2
TEL092-523-9228 FAX092-523-9225
http://donmai.co.jp/

掛け時計
工房まる

810-0011
福岡市中央区高砂 2-4-2 トライアルビル 2 階
TEL092-534-5577 FAX092-534-5588
http://olivehearts.web.fc2.com/index.html

ひとつひとつが手作りで同じものが2つ
とないオンリーワンの掛け時計。ほぼ製
作の全工程を手掛ける利用者さんの個
性や持ち味を活かそうと試行を繰り返
し、現在の仕様に辿り着きました。なん
となく曖昧な時間の示し方が忙しい日

815-0041
福岡市南区野間 3-19-26
TEL092-562-8684 FAX092-562-8688
http://maruworks.org/

志賀島産 甘夏スパークリング
喫茶ほっと
太陽の光をたっぷり浴び、甘く大きく
育った志賀島産の甘夏にこだわったド
リンクです。甘夏をコンポートする時に
できる濃縮された果汁を炭酸水で割っ
て、爽やかな飲み物に仕立てました。コ
ンポートした甘夏の果肉と皮は、甘夏マ
マレードパウンドケーキとして販売し
ています。

813-0013
福岡市東区香椎駅前 2-1-17
TEL092-681-1959 FAX092-681-1969
http://2ton2ton.web.fc2.com/

※写真内の小物はすべて商品に含まれておりません。

TEL：092-711-4248 FAX：092-711-4818
福岡市 保健福祉局 障がい者在宅支援課

http：//www.tokimeki-p.net/
ときめきプロジェクトの活動内容はHPへ！
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11月12日（土）
〈開催時間 10：00ー17：00〉
福岡市西区拾六町1-7-1

イオン福重店

10月29日（土）30日（日）
〜 障がい者施設で作られた商品をお求めいただけます 〜

ときめきに出あう日。

障がい者施設の商品が身近にあふれるまちをめざして

金賞受賞施設インタビュー

掛け

時計

代表の植松さん（左）と浅井さん。
熱く作品への想いを語っていただ
きました。

ときめきセレクション 2016

ときめきセレクション 2016

金賞受賞施設インタビュー

金賞受賞施設インタビュー

タイム

利用者さん同士が相談しながら、丁寧に手作業
で作られています。

「はじめてこの絵を見た時は驚きました。障がいを
持つ人の絵では無く、一人のアーティストとしてこ
の才能を世に出したい、そう感じましたね。」と語
る代表の植松さん。
「幸いに浅井さんのように理解があり、サポート
をして頂ける人とのご縁もあって、今回の受賞に
繋がったと思います。そうしたご縁に感謝してい
ます」
作者のユキカゼさんも、「絵だけで
なく色々なこともやってみたいで
す」と、創作に意欲的。今後も様々
な人々との出会いが、幅広い展開
に繋がりそうです。

喫茶ほっと

自作の自助具や手引き書によって製作工程のほ
とんどを雄太さんだけでこなしています。

「掛け時計づくりは、メンバーの雄太さんが糸鋸を
使えるということが出発点でした。」と、語るスタッ
フの恵谷さん。
「始めにコレを作るからでなく、メ
ンバーが好きなことや出来ることを
どうしたら形にできるか、ある意味、
私たちと障がいのある人とのコラボ
レーション作業が工房まるらしい商
品作りに繋がっていると思います。
出来上がってくるものが予想しない形になってい
くのが楽しいですね。」スタッフもわくわくするモ
ノ作り、これが工房まるのユニークな商品の秘密か
もしれません。

販路拡大に積極的に取組
み、売り上げ実績のある
商品に贈られる賞です。

※写真内の小物はすべて商品に含まれておりません。

独創性があり、今までに
はなかったジャンルの商
品に贈られる賞です。

商品作りをはじめて5年
以内で過去に入賞歴がな
い施設の商品に贈られる
賞です。

ポスター、メインビジュアル挿絵
及びデザイン、ノベルティデザインなど

早良厚生園

店舗の前で利用者さんと共に。
常連のお客様も多い優しい雰囲気の
喫茶店でした。

「パウンドケーキ用にコンポートした甘夏の残りの
果汁を活かしたいと考えました」と甘夏スパーク
リング誕生のきっかけを話してくれた竹下さん。
「金賞受賞を話題に、お客様にお勧めしています。
お客様の評判もいいですね」
このジュースのおいしさの秘密を尋ねると、「志
賀島産の甘夏を丁寧に皮、果肉、薄皮、そして種
も 全 て 取 り 分 け て、全 部 コ ン ポ ー
ト し て ま す か ら、こ の ジ ュ ー ス に
は甘夏のおいしさが丸ごと入って
い る ん で す よ」と、秘 密 の 一 端 と
こだわりを教えてくれました。

商品の良さはもちろん、他には無い取り組みや新しい魅力が評価された商品です。

切干大根

甘
賀島

工房まる

ドンマイ

利用者さん自身の体験と「ミシンが楽しそうで、私
もミシンを使ってみたい」との想いが生んだおくす
り手帳。
「ドンマイでは、行 動 指 針 の 一 つ 、
” みずみずしい発想力を元に常に改
革をして行きます” を、スタッフも
利用者さんも皆で共有しているの
で、利 用 者 さ ん の 意思 を 反 映 し た
商品が出来るのだと思います」と話すスタッフの黒
岩さん。「利用者さんが主体で、私たちは特別何も
してませんよ」と謙遜されましたが、金賞受賞は、
「利用者さん第一」の環境づくりを進める姿勢の結
果と言えるでしょう。

夏スパークリン

ときめきセレクション 2016

金賞受賞施設インタビュー

グ

ポス
ジナル トカード
リ
オ

ときめきセレクション 2016

志

すり手帳カバー
く
お

JOY 倶楽部

リボンネックストラップ

シェアスマイル

大根の育成から収穫・加工・出荷まで全ての工程に利用者さんが
関わって作る切干大根です。大根の収穫から乾燥を素早く行うた
め、大根の甘さが凝縮した、とても白い切干大根になりました。商
品の安心・安全には特にこだわり、福岡市内の100校以上の小学
校や保育園、老人施設などでも継続的に使用されています。

メンバー13名が描いたイラストをプロのカメラマンが撮影し、作
品データベースとしてストック(3000点以上)。バラエティー豊
かに、様々な形での二次利用をご提案しています。印刷物だけで
なく、商業施設の装飾や立体物製作への応用や、ライブペイント、
ワークショップなどのイベントの提案や、実施も可能です。

一本一本丁寧に、利用者さんが手作業で編んで作るネックスト
ラップです。色とりどりのサテンリボンを組み合わせることで、色
のバリエーションが多彩となり、普段の仕事や生活を華やかにし
てくれると、皆さんに人気の商品です。また、リボンを4本使うこと
で首にフィットしやすくなり、
使い心地も優しくなりました。

811-1101 福岡市早良区大字重留 29-17
TEL092-804-7251 FAX092-804-6329

812-0854 福岡市博多区東月隈 3-27-1
TEL092-504-9371 FAX092-504-9372

810-0011 福岡市中央区高砂 1-8-8 サンクス渡辺通 902
TEL092-531-1950 FAX092-531-1950 http://www.share-smile.jp/

http://www.sawarakouseien.or.jp/

http://www.joy-club.jp/

年を重ねる度にクオリティが高くなる今年度のときめきセレクション。金賞や特別賞にひけを取らない作り手の努力と熱意が伝わる入賞商品です。

※写真内の小物はすべて商品に含まれておりません。

ポップ柄茶碗とだ円鉢セット

一筆せん

色いろ葉っぱのふきん(3枚入り)

新しい利用者さんも加わった陶芸班7人が作
るお茶碗とだ円鉢のセットです。
利用者さん
が様々な工程に関わることで、
手仕事の味わ
いを大切にした世界に一つしかない商品に
なりました。

利用者さんが描くあたたかな手書きのイラ
ストの一筆箋です。
お客様の声に応えて横書
きのタイプも作りました。
季節感の溢れるも
のから通年利用できるものまで、
11種類のバ
リエーションがあります。

三色使いがかわいい葉っぱの形をしたふき
ん。綿素材で水分をよく吸収し、フェルト入
りなので丈夫で長持ちします。
ふきんとして
だけでなく、ティーマットや鍋しきなどの
テーブルウェアにもおすすめ。

810-0064
福岡市中央区地行 1-15-18
TEL092-771-5517 FAX092-771-5621
http://www.toyu-genki.com/

812-0041
福岡市博多区吉塚 1-12-53
TEL092-409-8318 FAX092-409-8319
http://f-akebonokai.jp/publics/index/53/

819-0038
福岡市西区大字羽根戸 74-8
TEL092-811-2515 FAX092-811-2565
http://fukuoka-sora.sakura.ne.jp/index.html

九州よかとこめぐりカレンダー

桜咲く耳かき
テラス

地域活動支援センター「翼」

10年以上作り続けている版画カレンダー、
毎
年楽しみにされている方も多いWellの看板
商品です。年々、利用者さんのスキルが向上
し、多彩な色も使えるようになり、より良い
カレンダーとなっています。

日本の伝統工芸技法「つまみ細工」でちりめ
んを使って製作した耳かきです。
耳かきは福
をかき寄せる意味もあり、
桜の花とともに縁
起物として、
合格祈願やおめでたいときの贈
り物としても使われます。

生活に華やぎと彩りを添えるお箸や箸置き、
和風のランチョンマットをセットにしまし
た。
和紙の切り分け、
箸袋折り、
箸置き作りな
ど沢山の細かな作業を利用者さんが分担し
て、
一つひとつ丁寧に作っています。

814-0153
福岡市城南区樋井川 6-10-23
TEL092-866-1811 FAX092-866-1811
http://www.tokimekiweb.com/blog/well/

810-0005
福岡市中央区清川 1-12-5 ワイズビル 2 階
TEL092-524-8880 FAX092-534-3933
http://llcterrace.com/

810-0072
福岡市中央区長浜 1-2-6 天神スカイマンション 502
TEL092-732-0539 FAX092-732-0539
http://www.f-tsubasa.org/index.html

キャットハウス 2016

つまんでプリン

米粉パン ( あんぱん )

園芸用の紙紐を編んで作ったねこのおうち
です。
製作の中心である利用者さんが他の利
用者さんに手で編む作り方を指導し、
生産量
が増えました。
今では4人の利用者さんが毎
日腕を磨いて製作しています。

糸島産ブランド卵「つまんでご卵」を使った
濃厚な味わいのプリン。
過去2回金賞を受賞
したプリンを、味もパッケージも一新。より
パワーアップしました。
一度食べていただけ
ればリピート間違い無しです。

810-0012
福岡市中央区白金 1-12-2
TEL092-523-9228 FAX092-523-9225
http://donmai.co.jp/

814-0103
福岡市城南区鳥飼 6-7-7-101
TEL092-847-1719 FAX092-847-1719
http://fukuoka-ssc.or.jp/chouchou.html

ころころポロン ( ラズベリー )

米粉のコーヒークッキー

コロっとかわいい、
ほろっとクッキーです。
ラズベリーの粉末を生地に練り込み甘酸っ
ぱい味に仕上げました。

ブラジル公認鑑定士がブレンドした珈琲を、
九州産米粉の生地に練り込んだコーヒー
クッキーです。米粉のほろっとした食感と、
甘さを控えた、
大人も嬉しいこだわりのクッ
キーです。

819-0006
福岡市西区姪浜駅南 4-10-13
TEL092-882-0432 FAX092-885-3860
http://www.ﬁku.jp/en/

813-0025
福岡市東区青葉 2-4-7
TEL092-663-6706 FAX092-663-6707
http://www.w-tachibana.org/

工房陶友

Well

ドンマイ

ひまわり園

ほのぼの HaKaTa

おもてなしセット

おおほり苑 洋菓子のお店シュシュ

ワークショップたちばな 菓子工房ぷぷる

たまごやき ( 陶器・長角皿 )

メープルぷりん

糸島の飲食店「さかもとりょうりこうぼう」
とのコラボ商品です。
利用者さんの粘土を極
細の紐状にする技能を活かした商品で、
飲食
店の店主にも相談し、
料理が盛り映えするお
皿に仕上げています。

ひだまりのぷりん一押しのメープルプリン
です。
阿蘇直送の卵をたっぷり使ったプリン
とカナダ産メープルソースの相性が抜群。
卵
たっぷりの生地と甘いソースの配分にこだ
わりました。
容器やラッピングにも注目。

815-0041
福岡市南区野間 3-19-26
TEL092-562-8684 FAX092-562-8688
http://maruworks.org/

812-0053
福岡市東区箱崎 3-10-2
TEL092-643-6420 FAX092-643-6420
http://sans-sss.com

工房まる

とわ・え・もあ

箱崎翔店

福岡市立つくし学園

福岡県産の米粉を使用し、求肥もちを北海
道産の小豆で包んだ、小豆との相性が抜群
の米粉のあんぱんです。米粉ならではの
「しっとりもちもち感」を是非ご賞味くだ
さい。
814-0103
福岡市城南区鳥飼 5-16-12
TEL092-821-6171 FAX092-821-6175
http://fukuoka-ssc.or.jp/tsukushi̲academy.html

ン 2016

ときめきセレクショ

最終審査風景

今回で7回目となる
「ときめきセレク
ション」は、38の施設から81点の商品
がエントリー。
第一次審査を経て、8月9日に最終審
査が開催されました。高い完成度や新
しいアイディア、取り組みが光る商品
は、
どれも甲乙付けがたく、
審査員を悩
ませながらも、
20商品が選ばれました。

商品の良さ、
素晴らしさを審査員にアピール、
プレゼンテー
ションする施設の皆さんのパワーで、
審査会場は熱気に包ま
れました。

施設のスタッフや利用者の皆さんの商品にかける
想いが伝わってくる最終審査となりました。

金賞受賞施設インタビュー

掛け

時計

代表の植松さん（左）と浅井さん。
熱く作品への想いを語っていただ
きました。

ときめきセレクション 2016

ときめきセレクション 2016

金賞受賞施設インタビュー

金賞受賞施設インタビュー

タイム

利用者さん同士が相談しながら、丁寧に手作業
で作られています。

「はじめてこの絵を見た時は驚きました。障がいを
持つ人の絵では無く、一人のアーティストとしてこ
の才能を世に出したい、そう感じましたね。」と語
る代表の植松さん。
「幸いに浅井さんのように理解があり、サポート
をして頂ける人とのご縁もあって、今回の受賞に
繋がったと思います。そうしたご縁に感謝してい
ます」
作者のユキカゼさんも、「絵だけで
なく色々なこともやってみたいで
す」と、創作に意欲的。今後も様々
な人々との出会いが、幅広い展開
に繋がりそうです。

喫茶ほっと

自作の自助具や手引き書によって製作工程のほ
とんどを雄太さんだけでこなしています。

「掛け時計づくりは、メンバーの雄太さんが糸鋸を
使えるということが出発点でした。」と、語るスタッ
フの恵谷さん。
「始めにコレを作るからでなく、メ
ンバーが好きなことや出来ることを
どうしたら形にできるか、ある意味、
私たちと障がいのある人とのコラボ
レーション作業が工房まるらしい商
品作りに繋がっていると思います。
出来上がってくるものが予想しない形になってい
くのが楽しいですね。」スタッフもわくわくするモ
ノ作り、これが工房まるのユニークな商品の秘密か
もしれません。

販路拡大に積極的に取組
み、売り上げ実績のある
商品に贈られる賞です。

※写真内の小物はすべて商品に含まれておりません。

独創性があり、今までに
はなかったジャンルの商
品に贈られる賞です。

商品作りをはじめて5年
以内で過去に入賞歴がな
い施設の商品に贈られる
賞です。

ポスター、メインビジュアル挿絵
及びデザイン、ノベルティデザインなど

早良厚生園

店舗の前で利用者さんと共に。
常連のお客様も多い優しい雰囲気の
喫茶店でした。

「パウンドケーキ用にコンポートした甘夏の残りの
果汁を活かしたいと考えました」と甘夏スパーク
リング誕生のきっかけを話してくれた竹下さん。
「金賞受賞を話題に、お客様にお勧めしています。
お客様の評判もいいですね」
このジュースのおいしさの秘密を尋ねると、「志
賀島産の甘夏を丁寧に皮、果肉、薄皮、そして種
も 全 て 取 り 分 け て、全 部 コ ン ポ ー
ト し て ま す か ら、こ の ジ ュ ー ス に
は甘夏のおいしさが丸ごと入って
い る ん で す よ」と、秘 密 の 一 端 と
こだわりを教えてくれました。

商品の良さはもちろん、他には無い取り組みや新しい魅力が評価された商品です。

切干大根

甘
賀島

工房まる

ドンマイ

利用者さん自身の体験と「ミシンが楽しそうで、私
もミシンを使ってみたい」との想いが生んだおくす
り手帳。
「ドンマイでは、行 動 指 針 の 一 つ 、
” みずみずしい発想力を元に常に改
革をして行きます” を、スタッフも
利用者さんも皆で共有しているの
で、利 用 者 さ ん の 意思 を 反 映 し た
商品が出来るのだと思います」と話すスタッフの黒
岩さん。「利用者さんが主体で、私たちは特別何も
してませんよ」と謙遜されましたが、金賞受賞は、
「利用者さん第一」の環境づくりを進める姿勢の結
果と言えるでしょう。

夏スパークリン
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JOY 倶楽部

リボンネックストラップ

シェアスマイル

大根の育成から収穫・加工・出荷まで全ての工程に利用者さんが
関わって作る切干大根です。大根の収穫から乾燥を素早く行うた
め、大根の甘さが凝縮した、とても白い切干大根になりました。商
品の安心・安全には特にこだわり、福岡市内の100校以上の小学
校や保育園、老人施設などでも継続的に使用されています。

メンバー13名が描いたイラストをプロのカメラマンが撮影し、作
品データベースとしてストック(3000点以上)。バラエティー豊
かに、様々な形での二次利用をご提案しています。印刷物だけで
なく、商業施設の装飾や立体物製作への応用や、ライブペイント、
ワークショップなどのイベントの提案や、実施も可能です。

一本一本丁寧に、利用者さんが手作業で編んで作るネックスト
ラップです。色とりどりのサテンリボンを組み合わせることで、色
のバリエーションが多彩となり、普段の仕事や生活を華やかにし
てくれると、皆さんに人気の商品です。また、リボンを4本使うこと
で首にフィットしやすくなり、
使い心地も優しくなりました。

811-1101 福岡市早良区大字重留 29-17
TEL092-804-7251 FAX092-804-6329

812-0854 福岡市博多区東月隈 3-27-1
TEL092-504-9371 FAX092-504-9372

810-0011 福岡市中央区高砂 1-8-8 サンクス渡辺通 902
TEL092-531-1950 FAX092-531-1950 http://www.share-smile.jp/

http://www.sawarakouseien.or.jp/

http://www.joy-club.jp/

年を重ねる度にクオリティが高くなる今年度のときめきセレクション。金賞や特別賞にひけを取らない作り手の努力と熱意が伝わる入賞商品です。

※写真内の小物はすべて商品に含まれておりません。

ポップ柄茶碗とだ円鉢セット

一筆せん

色いろ葉っぱのふきん(3枚入り)

新しい利用者さんも加わった陶芸班7人が作
るお茶碗とだ円鉢のセットです。
利用者さん
が様々な工程に関わることで、
手仕事の味わ
いを大切にした世界に一つしかない商品に
なりました。

利用者さんが描くあたたかな手書きのイラ
ストの一筆箋です。
お客様の声に応えて横書
きのタイプも作りました。
季節感の溢れるも
のから通年利用できるものまで、
11種類のバ
リエーションがあります。

三色使いがかわいい葉っぱの形をしたふき
ん。綿素材で水分をよく吸収し、フェルト入
りなので丈夫で長持ちします。
ふきんとして
だけでなく、ティーマットや鍋しきなどの
テーブルウェアにもおすすめ。

810-0064
福岡市中央区地行 1-15-18
TEL092-771-5517 FAX092-771-5621
http://www.toyu-genki.com/

812-0041
福岡市博多区吉塚 1-12-53
TEL092-409-8318 FAX092-409-8319
http://f-akebonokai.jp/publics/index/53/

819-0038
福岡市西区大字羽根戸 74-8
TEL092-811-2515 FAX092-811-2565
http://fukuoka-sora.sakura.ne.jp/index.html

九州よかとこめぐりカレンダー

桜咲く耳かき
テラス

地域活動支援センター「翼」

10年以上作り続けている版画カレンダー、
毎
年楽しみにされている方も多いWellの看板
商品です。年々、利用者さんのスキルが向上
し、多彩な色も使えるようになり、より良い
カレンダーとなっています。

日本の伝統工芸技法「つまみ細工」でちりめ
んを使って製作した耳かきです。
耳かきは福
をかき寄せる意味もあり、
桜の花とともに縁
起物として、
合格祈願やおめでたいときの贈
り物としても使われます。

生活に華やぎと彩りを添えるお箸や箸置き、
和風のランチョンマットをセットにしまし
た。
和紙の切り分け、
箸袋折り、
箸置き作りな
ど沢山の細かな作業を利用者さんが分担し
て、
一つひとつ丁寧に作っています。

814-0153
福岡市城南区樋井川 6-10-23
TEL092-866-1811 FAX092-866-1811
http://www.tokimekiweb.com/blog/well/

810-0005
福岡市中央区清川 1-12-5 ワイズビル 2 階
TEL092-524-8880 FAX092-534-3933
http://llcterrace.com/

810-0072
福岡市中央区長浜 1-2-6 天神スカイマンション 502
TEL092-732-0539 FAX092-732-0539
http://www.f-tsubasa.org/index.html

キャットハウス 2016

つまんでプリン

米粉パン ( あんぱん )

園芸用の紙紐を編んで作ったねこのおうち
です。
製作の中心である利用者さんが他の利
用者さんに手で編む作り方を指導し、
生産量
が増えました。
今では4人の利用者さんが毎
日腕を磨いて製作しています。

糸島産ブランド卵「つまんでご卵」を使った
濃厚な味わいのプリン。
過去2回金賞を受賞
したプリンを、味もパッケージも一新。より
パワーアップしました。
一度食べていただけ
ればリピート間違い無しです。

810-0012
福岡市中央区白金 1-12-2
TEL092-523-9228 FAX092-523-9225
http://donmai.co.jp/

814-0103
福岡市城南区鳥飼 6-7-7-101
TEL092-847-1719 FAX092-847-1719
http://fukuoka-ssc.or.jp/chouchou.html

ころころポロン ( ラズベリー )

米粉のコーヒークッキー

コロっとかわいい、
ほろっとクッキーです。
ラズベリーの粉末を生地に練り込み甘酸っ
ぱい味に仕上げました。

ブラジル公認鑑定士がブレンドした珈琲を、
九州産米粉の生地に練り込んだコーヒー
クッキーです。米粉のほろっとした食感と、
甘さを控えた、
大人も嬉しいこだわりのクッ
キーです。

819-0006
福岡市西区姪浜駅南 4-10-13
TEL092-882-0432 FAX092-885-3860
http://www.ﬁku.jp/en/

813-0025
福岡市東区青葉 2-4-7
TEL092-663-6706 FAX092-663-6707
http://www.w-tachibana.org/

工房陶友

Well

ドンマイ

ひまわり園

ほのぼの HaKaTa

おもてなしセット

おおほり苑 洋菓子のお店シュシュ

ワークショップたちばな 菓子工房ぷぷる

たまごやき ( 陶器・長角皿 )

メープルぷりん

糸島の飲食店「さかもとりょうりこうぼう」
とのコラボ商品です。
利用者さんの粘土を極
細の紐状にする技能を活かした商品で、
飲食
店の店主にも相談し、
料理が盛り映えするお
皿に仕上げています。

ひだまりのぷりん一押しのメープルプリン
です。
阿蘇直送の卵をたっぷり使ったプリン
とカナダ産メープルソースの相性が抜群。
卵
たっぷりの生地と甘いソースの配分にこだ
わりました。
容器やラッピングにも注目。

815-0041
福岡市南区野間 3-19-26
TEL092-562-8684 FAX092-562-8688
http://maruworks.org/

812-0053
福岡市東区箱崎 3-10-2
TEL092-643-6420 FAX092-643-6420
http://sans-sss.com

工房まる

とわ・え・もあ

箱崎翔店

福岡市立つくし学園

福岡県産の米粉を使用し、求肥もちを北海
道産の小豆で包んだ、小豆との相性が抜群
の米粉のあんぱんです。米粉ならではの
「しっとりもちもち感」を是非ご賞味くだ
さい。
814-0103
福岡市城南区鳥飼 5-16-12
TEL092-821-6171 FAX092-821-6175
http://fukuoka-ssc.or.jp/tsukushi̲academy.html

ン 2016

ときめきセレクショ

最終審査風景

今回で7回目となる
「ときめきセレク
ション」は、38の施設から81点の商品
がエントリー。
第一次審査を経て、8月9日に最終審
査が開催されました。高い完成度や新
しいアイディア、取り組みが光る商品
は、
どれも甲乙付けがたく、
審査員を悩
ませながらも、
20商品が選ばれました。

商品の良さ、
素晴らしさを審査員にアピール、
プレゼンテー
ションする施設の皆さんのパワーで、
審査会場は熱気に包ま
れました。

施設のスタッフや利用者の皆さんの商品にかける
想いが伝わってくる最終審査となりました。

