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                                                    パンドラつうしん No．２３ 

＜刈谷市と NPO＞ 
 
先日、刈谷市の福祉について、意見交流会が障害福祉課の担当者と福祉に携わる市民団体、個人

との間で開催されました。その席で、刈谷市が民間団体に大きな期待をもっていることを知りまし

た。今までのように刈谷市が全ての福祉施設を建設運営するのではなく、民間に委託していくとい

うものです。来年建設予定の福祉施設は、社会福祉法人に委託することが決まっています。又、秋

に開設されるボランティアセンターも、安城にある NPO 団体に委託が決定されました。このよう

な流れをみると、これからは市民レベルでの福祉社会が実現することになるように思います。 
刈谷市はこれから各地域で代表者を選び、この様な市民会議を定期的に開いていく計画で、築地

町でも第一回目の会議が開催され、私も出席することが出来ました。地域の市民は地区長を始め、

民生委員、婦人会、中学生、子供を持つ主婦、福祉関係者など１５人位と刈谷市役所職員５～7 名、

愛知教育大教授、コメンティーターが呼ばれました。築地町でどんなことで困っているか、何処で

何が起こっているかが、話し合われました。市民ボランティアの方は、ディーサービスとは違う、

誰もが気軽に集える場所がほしいと訴えられたり、ケアマネージャーとヘルパーさんが、一人暮ら

しの老人について話されたり、乳幼児の保育についての意見など活発に意見が交わされました。私

は「障害者と老人と乳幼児が一つの場で生活できるコミュニティの創造を持つ施設の建設をした

ら」と提案ところ、この提案に大いに賛成していただけました。これは既に、福井県に１ヶ所だけ

「このゆびとまれ」あり、全国から注目されており、過日 NHK ラジオでも紹介されました。私達

がパンドラの会を結成した頃とは大きく時代は変化しました。市民レベルで、必要なものだけを、

効率的に造り、公的機関がそれを支援する。なにか新しい潮流が生まれつつある、少しづつでも、

何かが変わり始めている、そんな予感を与える懇談会でした。刈谷市を市民と行政が一緒になって、

新しい住みよい社会の実現を目指していく、そんな NPO が地域に増えていくことを期待し、NPO
法人パンドラの会もその活動に積極的に参加していこうと思います。     （岡部扶美子） 

＜開田高原でキャンプ＞ 

   
そば打ち体験            りりしい騎士 
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８月２８・２９日・と一泊で長野県の開田高原に皆でキャンプに行きました。今回はパートの職

員と参加希望の母達、ボランティア、総勢１8 名でパンドラ号とレンタカーの２台に分乗し無事行

って来ました。木曽馬の乗馬、そばうち、自分の打ったそばをその場で味わい、とても楽しく過ご

すことが出来ました。なんと言っても雨の中のバーベキューと花火は最高でした。泊り客も私達だ

けというのも大笑い！コテージでの宿泊は、子供たちより母達、大人達の憩いの場と化し、それは

それは賑やかでした。 
 今回の大きな目的であった開田高原のソフトクリームは、実に美味しく皆さん「おいしいおいし

い」連呼！・・「牧場をつくって、自家製ソフトクリームを販売しようかな？」と考えてしまった

人もいるほどです。誰とはもうしませんが？？？？？？ 
 

秋の新商品登場 

       

栗のケーキ                   紅茶のケーキ 
アーモンドの粉を使用し小麦粉を使わず、       アールグレーの紅茶とミルクを 
栗をたっぷり入れてみました。            入れて焼き上げました。 
    １個   １７０円            １本 １０００円  １カット１２０円 
 
１０月１日発売、秋の新商品が出来ました。新商品のケーキは、栗をふんだんに入れたちょっと贅

沢なケーキと、上質のアールグレーの紅茶を粉にして混ぜ込んだケーキの２種類です。 

秋の訪れを感じながら、大切な方とご一緒にいかがですか？ 
 
新商品のクッキーは、野菜をベースに改良中です。しばらくお待ち下さい。 
従来の商品に加え、新商品にも力をいれて行きたいと思っています。 
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夏期休暇前の交通安全クッキー３万個有り難うございました。 
昨年暮れ㈱デンソー様から始った「交通安全クッキー」が、今年の夏には、㈱豊田自動織機様、

アイシン精機㈱労働組合様も加わり３万個の注文が入り、とても助かりました。６月から８月にか

けては、ケーキ屋は何処とも暇になります。今年はこのクッキー注文のお蔭で、例年になく売上げ

も伸び、昨年のような危機もありませんでした。これは㈱デンソー様の総務部の皆様が、豊田企業

グループの担当者様に声がけをして頂いたお蔭です。ありがとうございました。その声に耳を傾け

て頂き、ご協力くださった企業様有難うございました。冬期休暇前もよろしくお願いいたします。 
 

ついに２台目オーブン購入 
９月２５日、クッキー専用オーブンを購入致しました。税理

士の神谷先生のお口添えもあり、とてもお値打ちに購入出来

ました。現在ある中型オーブンでは、注文をこなせなくなっ

ていましたが、資金不足のため、購入に踏み切れませんでし

た。ところが夏の交通安全クッキーの注文や、（株）デンソー

様の贈答商品のリストに入れていただけるなど、予想以上の

注文があり、収入を増やすことが出来、ぎりぎりではありま

すが、オーブンの購入に踏み切れました。コンベクションオ

ーブンは、クッキー専用のオーブンで、クッキーがとても美味しく焼くことが出来ます。一度に焼

ける量も今までのオーブンより、多く焼くことが出来るので助かります。これから秋のバザーに向

け、がんばって行きたいと思っています。 
 

冬期休暇前の交通安全クッキーは、NPO パンドラの会におまかせ下さい。 
 

福祉フェスティバルで３７万円の売り上げ 
１０月１２日、刈谷福祉健康フェスティバルが開催され、パンドラの会は、クッキー教室とお菓

子販売をしました。お菓子販売は、１０月に新発売の栗ケーキ・紅茶パウンドも好評で完売に終わ

り、昨年を１０万円上回るなんと３７万円の売り上げがありました。今までにない最高額を売り上

げ、最後はみんな手をたたき合って喜び、疲れも一気に吹き飛びました。お買い上げくださった多

くの皆様、ボランティアで遅くまで手伝ってくださった皆様のご支援に心より感謝申し上げます。

これからも心を込めた美味しいお菓子づくりをしていきたいと思います。 
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定時総会・「able」上映会大成功 
 
６月に行なった、第３回特定非営利活動法人パンドラの会定時総会及び「able」上映会は、大成功

のうちに終わりました。当日はあいにくの雨、それどころか台風でした。当日になって、断念され

た方も見えましたが、８００人の方が「able」上映会に足を運んでいただけました。 
「映画の感想は」とお聞きするまでもなく、皆様のお帰りになる様子を見ていたら、おのずとして

解りました。大変感動され、満足されたようです。又一人、知的障害者への理解者が増えたと確信

します。当日のバザーも完売で、打ち上げパーティーも大いに盛り上がりました。 
多くのボランティアさん有り難うございました。 
 
 

豊田で障害児向け学習教室開催 
６月下旬、三好町「ウィズ」という障害児の親達のグループから講演依頼があり、障害児教育に

ついてお話したところ、私の話に賛同していただきました。その後、有志のお母さん１０名が集ま

り、三好町のお母さんと子供の学習教室を作ることになり、私は、７月から三好丘高嶺公民館で、

自分の経験と元職業を生かし、お母さん達に療育のアドバイスと、学習に付いての専門的なアドバ

イスをお引き受けしました。勿論、是は NPO 法人パンドラの会の事業として勧めているので有料

です。７月から８月は週４回で、１回 40 分を３回に分けて行いました。９月からは月２回で勧め

ています。既に良い結果が出てきている子もあり、お母さん方が変化しつつあります。とても楽し

みにしている新事業の一つです。 
 

北川新二郎先生を相談役としてお迎え致しました。 
 
７月２９日の理事会において、国際児童問題アカデミックの北川新二郎先生をお迎えし、障害者

教育や、障害者を取りまくいろいろな問題について勉強会を開催しました。 
先生は長年多くの障害児の教育に直接携わられ、私の息子もとてもお世話になりました。主にド

ーマン法という脳開発訓練をしておられます。これからも良きアドバイザーとして、頼りにして行

きたいと思っています。先生よろしくお願いします。 
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アイシン精機㈱様有難うございました。 
先日アイシン精機㈱様のヨット部のご好意で、夏の海にクルージングをさせていただきました。 
なんと贅沢なことでしょう。パンドラの連中は楽しくて、楽しくて大喜びでした。 
 

自助具があれば片手でも大丈夫！ 
 

 
 
 
憩いの家「アステ」の、アステ自助具工房のボランティア小森憲一さんに、アイシン精機（株）の

渡邉様を介し、片手しか使えない方のために、自助具を２種類作っていただきました。一つは、大

型ボールを調理台に固定するもので、これを使うことにより、誰かにボールを押さえてもらってい

たものが、一人でバターなどを拡販できます。もう一つは、シールはがしが片手で簡単に行える道

具です。これは前から大変苦労していました。この道具が出来たお陰で、能率が大変アップしまし

た。「こんなものがほしい」と提案すれば、お金をあまりかけずに、作っていただけるので大変助

かっています。小森さんは、大変なアイデアマンです。今後とも宜しくお願いします。 
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＜ワンモアライフ勤労者ボランティア賞受賞＞ 

   

 
２００３年６月２０日、厚生労働省よりワンモアライフ勤労者ボランティア賞の授賞式がありま

した。NPO パンドラの会は、愛知県のボランティア受け入れ団体「ナイスアシスト賞」を頂きま

した。昨年は、（株）デンソー様とのパートナーシップ賞を頂き、又 NPO パンドラの会の活動が

社会から認められたのだと思います。今後も地道に活動を継続させていきたいと考えています。 
 
 

パンドラを応援する会へのご協力をお待ちしています。 

昨年度発足したボランティアグループ、パンドラを応援する会への参加をお待ちしています。 
会の主な活動は、この活動を理解し支援していただける人たち（賛助会員）の募集活動・パンドラ

の会資金援助目的の物品バザー開催・おかし工房でのお菓子作りの援助・日曜大工・イベントでの

販売協力・余暇活動の援助などで、どなたでも参加していただけます。 
  名称 「NPO 法人パンドラの会を応援する会」 
 代表者  舘林 仁美 

事務局  おかし工房パンドラ（〒448-0011 刈谷市築地町池南３８  ℡：0566-25-3012） 

寄贈有り難うございました。 
三井住友海上火災保険（株）様より   ４人用ロッカー 
村瀬彰利様より               FAX・コピー機 
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賛助会員ありがとうございました  
(有)フォーレ様  安達 明様    伊藤洋子様    稲垣 博様    稲垣しず子様 

浦野浩子様    岡田圭介様    岡部崇生様    岡本寛子様    下村幸夫様 

加藤敏夫様    河原朗治様    舘林範彦様    岩原明彦様    久保田好明様 

宮川 功様    近藤義夫様    近藤久枝様    近藤和江様    原田誉富様 

五十川道博    高野良子様    国広みよ子様   榊原清美様    三浦恭嗣様 

三宅 聖様    山岸みのり様   山西正浩様    山本幸江様    山本令美様 

市川裕士様    寺田金光様    酒井溢之様    小山広志様    小田修司様 

松岡紳一郎様   松下 淑様    松橋 肇様    上東 章様    森 清様 

森本多恵子様   森本多恵子様   森本敏司様    神谷さとみ様   神谷雅宏様 

神谷恒司様    神谷正文様    神谷芳磨様    神谷隆也税理士事務所様 

杉浦 芳一様   菅沼守人様    清水崇志様    西谷泰治様    石塚裕一様 

川崎 泰子様   川村治子様    川内理恵様    村下 孝様    大海武晴様 

大橋孝次様    大前和子様    大村秀章様    中村明博様    中島義則様 

中尾みつる様   中野昌代様    塚本孝芳様    塚本誠一様    塚本敏治様 

坪井美智子様   渡邉 治様    藤井清司様    徳枡貴代子様   二宮 香代子様 

白子澄子様    八橋優美子様   服部又市様    米田正寛様    望月 光三様 

北原敬之様    北川新二郎様   牧野 清光様   堀 哲夫様    堀尾光男様 

野々山松恵様   有冨静枝様    与田茂子様    鈴木昌子様    鈴木理寿様 

望月光三様    白子澄子様    松下昌子様    加藤一造様 

賛助会員を募集しています 

１． 会員の方には活動状況等を載せた年間 4回発行の会報をお送りいたします。 

２．年会費のご案内                   

      一般会員          1 口   2,000 円 

法人・企業会員       1 口   10,000 円 

３．郵便局振込先：郵便局 ００８１０－７－１２０１２０ 

        「NPO 法人パンドラの会 おかし工房パンドラ」 

４．銀行振込先：UFJ 銀行 東刈谷出張所 

        口座番号 １０５３４２７ 

        口座名 「特定非営利活動法人パンドラの会 理事 岡部扶美子」 

※領収書につきましては、振込用紙の領収書・会報での記載をもって 代えさせて頂きます。

尚領収書が必要な場合はご連絡ください。 

 
今回の季刊誌が遅れましたこと、心よりお詫びいたします。 

－８ｐ－ 


