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＜売れる商品作りと NPO の事業＞ 
 １月１７日愛知県が主催する「NPO フェスタあいち２００４」の NPO マネージメント講座 

「上手な資金の集め方」にパネラーとして出席しました。１月２９日には㈱デンソー様の総務

部の皆様との講演及び障害者との交流会をさせていただきました。２月８日には名古屋手をつ

なぐ育成会より、小規模作業所「実務講座」東海北陸ブロックの講師として伺う予定です。 

 ２月２８日は、刈谷市民ボランティア活動支援センターで、活動事例報告依頼が来ています。

このように、２００３年より講師依頼が、あちこちから舞い込むようになりました。これは、

NPO 法人パンドラの会の知名度が上がったのは勿論、活動内容や事業の業績が良いことに注目

されているのではないかと思います。障害者の小規模作業所や、授産施設とは全く違ったタイ

プの障害者雇用事業所「おかし工房パンドラ」の良さが、少しずつでは有りますが、世の中に

認められるようになって来ている表れだと思い、大変喜ばしいことだと思います。どの小規模

作業所も、障害者に対し、１円でも多く労働賃金を支払いたいと、活動していると思います 

が、職員の給料を支払えば、運営資金は、ほぼ無くなってしまうのが現実です。簡単な作業し

かできない障害のある方を多く抱えた作業所は、助成金にたよるしかないのでしょうか？ 

今回初めて、名古屋の松坂屋で、毎年行われている福祉の店に出店しましたが、そこで見た小

規模作業所及び、授産施設のほとんどがまだあまり売れそうにない縫製品を売っている現実に

直面し、ここから脱却しない限り、障害者の作業所の発展は無いと感じました。毎年、ヤマト

財団が行っている「パワーアップセミナー」「工賃１万円からの脱却」には、多くの作業所の

方が申し込まれ、講座を熱心に受けられます。（依然、私も講座に参加し、小倉さんの講演を

聴き感動しました。）それにもかかわらず、未だにどうして？と感じずにはおれません。クッ

キーを扱っている作業所も増えました。しかし、味、パッケージ、どれをとっても一般市場で

うち勝っていける商品は非常に少ないように思います。 

 何故、そのようなことがおきるのでしょうか、私には、作った物を一般市場で売ることに必

死になっていないように思えるのです。職員さんの多くは、福祉分野の専門家がほとんどで、

障害者のケアーについてのみを考えて、活動されているではないでしょうか？作業所で作られ

ている商品を、適正な価格で売る事により、障害者の工賃は上がり、自立に向けての希望もで

てくるのだと思います。縫製品の中には、とてもいいアイデアの物も有ります。一つ一つ丁寧

に、時間をかけて作ってあると感じました。しかし、もっと売方を工夫し、何か付加価値をつ

けない限り、折角の商品が死んでしまいます。障害のある方はいい商品を作ります。でも、う

まく売るすべを知りません。だからこそ、我々スタッフが其の商品を出来るだけ高い価値をつ

けて、効率よく売りさばかなくてはいけないと思います。おかし工房パンドラは、期限のある

お菓子を扱っているにもかかわらず、ロスはほとんど有りません。注文商品だけを作っている

訳でもありません。それは、商品の回転を考え、職員がこまめに委託市場を回っているからで

す。又、期日間際になれば、必ず売れるところでセールなどを行い、廃棄処分を行わずにすむ

ように心がけています。新商品の開発や、パッケージ、カード、セールスにも努力しています。 
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企業でも作る人、売る人、まとめる人がいるように福祉分野でも、同じ事がいえると思いま

す。売れる商品を作り、売ることに必死にならなくては、障害者の賃金は良くならないと考え

ています。これからもパンドラの会は自助努力は勿論、企業との協働事業を薦めて行きたいと

思っていす。 

皆様のご支援、ご協力よろしくお願いいたします。       代表理事 岡部扶美子 

 

＜NPO 法人パンドラの会第２回成人式＞ 
 

 
新成人 杉浦千代さん   塚本憲一郎君   岡部佳史君 

 

１月１０日（土）知立市の出雲殿において第２回 NPO法人パンドラの会「成人式」を行いました。

当日は、パンドラの会関係者、ボランティア、賛助会員、支援者およそ９０名の方々が３人の新成

人者の為に駆けつけてくださいました。新成人の３人は振り袖とスーツに身を包み、思い思いに自

分たちの得意とする分野で、皆様に自分をアピールしました。これからの活躍に期待します。 

20 才になっての抱負  杉浦千代 

私は  お菓子工房パンドラの仕事をがんばりたい。 
    英語を覚えてカナダへ行きたい。 
    友達と色んな所へ買い物や旅行へ行きたい。 
    色々な経験をしてみたい。 
    ピアノを上手に弾ける様になりたい。 
                   －３ｐ－ 
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娘の成人式を迎えて  杉浦文枝 
   パンドラの成人式パーティーに多くの方々に御出席いただいて、無事終える事ができ、 

    本当にありがとうございました。 

    千代は、4才すぎまで歩けず、小学校に入学してやっと話ができる様になりました。 

これも今までに出逢った先生方の努力により今に至ります。また、親戚、家族の協力 

もありました。  

多くの人から受けた恩恵に感謝し、今後も温かく見守っていてくださいますよう、お 

願いいたします。 

20 才になっての抱負  塚本憲一郎 

僕は  これからもパンドラでがんばります。 

成人式を迎えて    塚本誠一 
成人を祝うパーティーでは大勢の方のご支援を頂き、有り難うございました。 

    憲一郎が生を受け、成人を迎える日までのいろいろな事が思い浮かびます。 
    苦労もありましたが、この子の明るい笑顔や、優しさが私たち家族を癒して 

くれました。これからも皆様方のご支援、ご指導のほどよろしくお願いいた 
します。 

20 才になっての抱負  岡部佳史 
    成人式とても楽しかったです。成人式をしてもう立派になります。開拓校でも 
    まじめな岡部佳史になります。無まじめな社会人になりません。人の話をしっかり 
    聞くことにします。かっこいい人になります。人と会話して頑張ります。成人式が 

終わったので、まじめに頑張ります。    
 

成人式を迎えて    岡部崇生 
佳史にとって、２０歳になった成人式のお祝いが何を意味するのか、認識が 
あまりないように思います。（大方の若者が、そうかもしれませんが、）私自身 
２０歳の時は、大人になったんだとの認識は、お酒が飲める、犯罪を犯せば 
実名がでる、選挙権が得られる、程度でした。２０歳は人生の通過点に過ぎ 
ないと思っています。 私たち親の不注意で、佳史に障害を与えてしまった事に、 
彼に対する責任の重さを痛感しますが、その反面、このことが私たちの活動の源 
になっています。 
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この事がなければ、逆にこの様な活動をしていたかと、考える時もありますが。彼の負のスタ

ートこそ、彼の与えてくれた最大の「テーマ」でもあります。佳史を含め、彼らの多くと接し

て、彼らが、ピュアで、欲の無い、純な人々との思いを抱いています。そんな彼らが損をしな

い世の中の実現に向けて努力していこうと、思います。 

 成人式は本人の為でも有ると同時に、私たち親にとっても子育ての卒業式でもあります。そ

んな思いの中で、多くの人たちに祝福して頂いたことに、心より感謝いたします。 

「NPO フェスタあいち２００４」 

NPO マネージメント講座パネラーとして出席 

１月１７日愛知県が主催する「NPO フェスタあいち２００４」があいち NPO プラザで行われ、

NPO マネージメント講座「上手な資金の集め方」にパネラーとして出席しました。愛知県には

現在約４００ほどの NPO が有ります。其のほとんどが、資金不足に悩んでいると状況です。そ

んなこともあって、当日は会場が聴講者で満員になりました。パンドラの他には、リコー中部

㈱・アジア日本相互交流センター（NGO）の３団体がそれぞれ、賛助会員の集め方、事業収入

の増やし方、助成する立場からなど２時間近く、あれこれと話し合われました。どの資金の集

め方も、それぞれに独自の努力をしています。賛助会費を多く集めている「アジア日本相互交

流センター」は、ここにお金を出しても損をしていない、自分は少しのお金で、社会に貢献で

きている。という気持ちを抱いてもらう様、努力しているため、年々会員は増加しています。

又リコー㈱は、企業として社員に、社会貢献をどのように行っているか知らせると共に、社員

が手軽に社会貢献出来る窓口を設けています。私達、パンドラの会は、どのように事業収入を

増やしてきたかを発表しました。このような機会や、依頼があれば積極的に参加し、パンドラ

の会の事業を出来るだけ多くの方々に知っていただける様に努力していきます。 

＜㈱デンソー様総務部との講演会及び交流会＞ 
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１月２９日デンソー社員クラブ「D―スクエア」において、パンドラの会と㈱デンソー様総務部

の講演会及び交流会が行われました。デンソー様の社員さんにパンドラの会との協働事業や、障害

者理解、（付録で）子育てについてもちょっと触れさせていただきました。つたない代表の話にも

関わらす皆様熱心に聞いて頂き、感謝しています。後ほどの感想では大変嬉しい評価を頂き、恐縮

してしまいました。いつもはおそらく難しい話ばかりをしたり、聞いたりしてお見えになるであろ

うと思い、感じたままの現場の声を、リラックスして聞いていただこうと思いました。 

子育てについては、今、日本中が真剣に取り組まなくてはいけない重大な危機だと感じています。

便利さや、手軽さばかりに走っているように思えるのです。一番大切な、心の成長は赤ちゃんの頃

からでないと育たないのです。自分の子を抱き、ほおずりし、五感で感じる子育てをしていかない

と、今にみんな、心の障害者になってしまうように思います。このことを是非、若いお母さんに聞

いていただきたかったのです。 

交流会では、工房で働くみんながお食事に招待され、美味しい料理を㈱デンソーの社員さんと一

緒に食べ、ゲームをし、和気藹々とひとときを共に過ごしました。これぞ、ノーマライゼーション

型社会の第一歩だ！と、とても感激しました。今後ともよろしくお願いします。 

 

「ママパンドラ」立ち上げに向けて 
２月３日の理事会で時間をかけて討議した末、出席理事全員一致で２００４年度にママパンドラ

の立ち上げに踏み切ることが決まりました。来年度３人の新卒者入ってきます。今の工房ではとて

も手狭になってきたと同時に、生産量も限界に来ています。２０００年に入った館林万弥さんたち

は、熟練工になり、仕事のスピードも仕事量もかなりのことが出来るようになりました。このまま

では、仕事がなく手持ちぶさたになる方もでてくることになりそうです。大型新オーブン寄贈の話

もあり、以前より考えていたママパンドラ」の立ち上げに踏み切りました。場所は今のおかし工房

の隣です。しかし、資金集めが又大変です。今回は銀行からの借り入れを考えないと出来ないと思

います。 

ママパンドラ不足資金カンパにご協力下さい。 
随時受け付けています。 

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」 

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」 
 

－ 
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年末交通安全クッキーボランティアさん 
有り難うございました 

  
年末に㈱豊田自動織機様、㈱デンソー様からの交通安全クッキーの注文を多量に受け、 
多くのボランティアさんの協力のおかげで、そつなく期限に納品が出来ました。 

こころより感謝申し上げます。 

 
 

 
 

パンドラの会絵画展を開催 
場所  刈谷市美術館 

日時  平成１６年３月９日（火）～３月１４日（日） 
 
 

アイシン＆パンドラスキーツアー 
今年も開催予定 
 
今年もアイシン精機㈱様とのスキーツアーが開催されます。ボランティアも沢山来てくださいます。 
１年間待ちに待った楽しい行事の一つです。 

スキー場に向かって。ＧＯ！ ＧＯ！ 
 

 
 
 

－７ｐ－ 
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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。 
望月光三様   杉浦芳一様   加藤義宏様  小山広志様 
㈱デンソー様マッチングギフト  ㈱デンソー安全環境担当有志様 

成人式祝電有難うございました。 
刈谷市長 榎並邦夫様  アイシン精機㈱ 塚本高敏様  野々山松恵様  山岸みのり様  

成人式祝い金・花有難うございました。 
山本幸江様  長嶋多美様  杉浦芳一様  山田孝子様  坂倉清子様  二宮香代子様 

杉浦タカ様  北川新二郎様  八橋優美子様  寺田優子様  鈴木昌子様  針金正様 

村瀬彰利様  山口正様  中根尚子様  成瀬清美様  伊坪初美様  富田都様   
山本様  山本久美子様  望月光三様  渡邉治様 

賛助会員ありがとうございました   小島恵美様 岩崎智様 

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。 

－８ｐ－ 
 


