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２００５年 ９月 ８-９日大阪旅行 左:海遊館 右:USJ 

■今回の内容■ 

● おかし工房パンドラの今日この頃 

● ホームページリニューアルしました！ 

● いろいろなご報告 

● 秋の新商品とお知らせ 

                                                                            

 発行：特定非営利活動法人パンドラの会              〒448-0011 刈谷市築地町池南 38 

                                          ＴＥＬ＆ＦＡＸ 0566-25-3012 

                   E-Mail opandora@katch.ne.jp 
        リニューアルしました！URL http://www.npo-pandora.com/ 

2005 年１０月２２日発行 
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＜おかし工房パンドラの今日この頃＞ 
 

 
おかし工房は皆様のお蔭で、毎日目の回るような忙しさです。作業員の方々も食事時間もそこそ

こに仕事に取り掛かります。残業に耐えうる方は、勿論８時・９時まで仕事が続きます。しかし、

誰一人として、根を揚げる人がいないのには、驚かされます。それどころか、早く帰るように伝え

ると「私は残業をします。」と答えが返ってくるのです。 
１０月・１１月は学校バザー・秋のイベントがあちこちで開催され、その数は大変なものです。

刈谷市周辺で行なわれる行事の殆どに出店するおかし工房は、日々製造に追われ、職員だけではな

く、工房で働く作業員の母ボランティアの助けがないと十分な商品が用意出来ません。ここまです

るの？？という声も聞こえてきますが、年間事業収入が３０００万円近くないと、皆さんに給料を

支払ってはいけないのが現実です。理事やここで働く作業員（障がいをもった人）の家族が、ボラ

ンティアをしなければ、この事業収入を得ることは出来ません。中にはボランティアに来ているお

母さんやその家族は、こんなはずではなかったと思っている方がいるかもしれませんが、現時点で

は、皆さん協力的なので助かっています。こんなことを書くときっと又、「パンドラは大変」という

噂が一人歩きするかもしれませんが、働いている我が子を見れば、協力しようと思うのではないで

しょうか。それくらいここで働く方々は生き生きと自信をもって、日々仕事に取り組んでいます。

自我自賛ではなく、その様子を間近で見ている皆さんがそう認めてくださっています 
ところで、どうして私達の作業がこんなに大変なのでしょうか？そこには、企業が知的・精神障

がい者を雇わない理由と共通するものがあります。一言でいえば、「生産性が上がらない」というこ

となのです。先日、ある企業の社長さんがパンドラに見学に見えた時、工房で働く方を見て「よく

働いているね。驚いた。」との感想と同時に、「生産性は上がらない、良く給料支払っているね。利

潤の追求は無理だ。」と率直なご意見をいただきました。その時、私は「そうです。でもここで働く

方は皆、一生懸命働いています。だから、労働の対価を貰うのは当然です。」と答えました。 
このように利潤を追求する企業とは別に、社会的必要性を重要視した事業型 NPO が今後もっと

増えていかなければ、障がいをもった方の仕事場は増えないと思います。そして、NPO で働くこと

に自信と力をつけた障がいのある方が、一般企業に雇用されるような仕組み造りを、手がけていか

なければいけないと考えています。 
今後の展望を考え、理事会とは別に７月より正会員家族による運営会議を、月１回第 1 月曜日に

開催しています。この会議では、パンドラの会の現状や、作業員の方の様子、運営上のことなどを

細かく話し合っています。そして皆で協力しあい事業を進めていきたいと考えます。 
代表理事 岡部扶美子 
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NPO 法人パンドラの会 ホームページリニューアル 

パンドラのホームページがリニューアルしたことをご存知ですか？ 
 

 

 

とても素敵なホームページを作成したのは、パンドラの影の立役者、事務局職員福山由美子

さんです。毎回、食欲をそそられる素敵な販売 POP を作っているのも彼女です。今回はパンド

ラの顔とも言える、ホームページ作成に取り組んでもらいました。こんな素晴らしい職員が来

てくれた事は、パンドラにとって、大きな前進につながると今後の活躍を期待しています。 

ホームページはおかし工房パンドラの商品、カフェ･ド･パンドラの店内の様子・メニューの

ほか、パンドラの最新情報を掲載しています。現在は、１０･１１･１２月のバザー情報やボラ

ンティアの募集なども載せています。随時更新していきますので､リニューアルしたパンドラの

ホームページをチェックしてみてください。 

＊彼女はフリーでパソコンに関係する仕事を致しますので、ご希望の方は、パンドラまでご一

報下さい。 

追伸 

初回のホームページ作成に、大変お世話になったアイシン精機㈱のボランティア岩下祐司様

ありがとうございました。この場をかりまして御礼申し上げます。ホームページ作成だけでは

なく、岡部がパソコンを使えるようになったのは、岩下様のお蔭と感謝しています。 

ありがとうございました。 

アイシン精機㈱様より電動車椅子を頂きました。 
 
９月１２日、アイシン精機株式会社創立

４０周年記念に、電動車椅子（タオライ

トⅡ）を１台頂きました。 
右半身麻痺の神谷知宏さんが、主に使

用させて頂きます。遠出の旅行などには、

とても活用できると喜んでいます。軽量

で小回りが利き、スピードもかなり出ま

す。いずれは、岡部が使用するようにな

るかも？？？？？ 
ありがとうございました。 
尚、貸し出しもさせて頂きますので、             

                       ご希望の方はお知らせください。 

http://www.npo-pandora.com/ 
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岡崎市市民協働推進会議開催 
 
９月１０日（土）岡崎市市民協働推進会議が主催するシンポジウムに、パネラーとして出席

しました。 
岡崎市は、市民参加型の街づくりに積極的に取り組もうと、あちこちからそのモデルとなる団

体に声をかけ、市民の意欲を盛り立てています。パンドラの会は、企業との協働を実践してい

る NPO として選ばれました。このことは、大変喜ばしいことだと思い、いままでの経験や、

なぜ障がい者雇用を進めなければいけないのかなどを、皆様にお話してきました。 
協働とは協力しあうことで、下請け仕事になってはいけないことや、その独自性を重んじな

ければいけないことなど、私達もよいお話が聞けました。 
来年１月１４日には、九州の福岡県から、企業との協働事業事例としてとりあげられ、㈱デン

ソー様と一緒にお話に行く予定です。 

 

パンドラ親睦旅行 USJ ツアー 
 
 ９月８･９日、１泊２日で大阪に親睦旅行へ出かけてきました。 
１日目は､ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ２日目は、海遊館でした。･･･表紙の写真です。 
宴会がなかったので、みなさん少々物足りない様子でしたが、女性・男性別々のグループに分かれ、

それぞれ好みに合った、乗り物に乗ったり、お土産を買ったり、とても楽しみました。 
来年度は、宴会で大いに盛り上がりましょう。 
来年度の旅行のため、９月のお給料から旅行の積み立てを始めました。来年は、皆様もお誘いいた

しますので、ご希望の方は、是非、参加してください.。 

 
かりがね発展会夏祭りに参加 

８月４日築地町のかりがね発展会夏祭に参加しました。 
かりがね発展会（かりがね地区商工組合）の役員さんからお誘いがあり、夏祭りに参加させて

いただきました。 
｢マツケンサンバⅡ｣を町内の皆様と一緒に踊ったり、屋台での買い物や夏の一日を町内会の皆

様と一緒に楽しみました。町内会の方とも大変仲良しになり、パンドラの会の皆が、地域に溶

け込んで楽しく暮らしていける気がしました。皆様、今後ともよろしくお願い致します。 
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ぶどう狩りに参加 
９月４日（日）アイシン精機㈱刈谷工場様のぶどう狩りに招待して頂きました。 

バーベキューをご馳走になり、新鮮なぶどうもお腹いっぱい、お土産まで頂きました。私たち

もお礼にマツケンサンバⅡを披露しました。アイシン精機の皆様と楽しい一時を過ごせたこと

に、とても感謝しています。帰りに、社員の方が「パンドラの皆は、とてもお行儀がいいです

ね！」と言って下さったのが、嬉しかったです。このような一般の方との触れ合いが、障がい

のある方にも必要ですが、障がいのない方にとっても必要だと感じました。これからもこのよ

うな触れ合いの機会があれば積極的に参加したいと考えています。 
アイシン精機(株)刈谷工場の皆様、有難うございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
㈱デンソー高棚製作所で販売開始 
  
 ９月１６日より第２・第３金曜日の月２回、㈱デンソー高棚製作所様内でパンドラ焼き菓子

の販売と、㈱魚国総本社様のショーケースをお借りし､デザートの販売をさせていただいていま

す。出足は快調で、限定１００個のスイーツは、毎回完売状態が続いています。 
 

 

スフレチーズケーキ・プリン・珈琲プリン・スイートポテト 

過去のスイーツ・メニュー 
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2005 オールトヨタ・ビッグホリデイに初参加 
 

 １０月１５日に行われた､トヨタグル

ープ主催の「オールトヨタ・ビッグホリ

デイ」に初めて参加させていただきまし

た。 
トヨタ自動車㈱様にご紹介を頂き、ト

ヨタ生活協同組合様のご協力もあり、生

協ブースにて販売をさせて頂きました。

当日は､お天気にはあまり恵まれません

でしたが､とても多くの人手で､皆様に

NPO パンドラの会を知っていただく 
良い機会となりました。 

また来年も出店させていただきたいと思います。 

ご協力ありがとうございました。 

今後のバザー予定表 
 １０月 23 日 板倉まつり   12 土 刈谷市農業祭 

  23 日 トヨタ車体バザー   13 日 刈谷市農業祭 

  23 日 刈谷福祉フェスタ   12 土 名古屋短期大学祭 

  29 土 東刈谷小学校バザー   13 日 名古屋短期大学祭 

  29 土 アイシンウォーク   13 日 デンソーハッピーフェスタ 

  30 日 東刈谷市民センター祭り   19 土 豊田高等養護バザー 

11 月 5 土 刈谷市産業祭   20 日 茲恵福祉専門学校 

  6 日 刈谷市産業祭 12 月 2 金 双葉小学校バザー 

  6 日 デンソー少林寺   3 土 富士松南小学校バザー 

  5 土 安城市農業祭 1 月 21 日 衣浦小学校バザー 

  6 日 安城市農業祭   21 日 亀城小学校バザー 

  9 水 刈谷市南中学校バザー   29 日 豊田市前林中学校バザー 

販売･包装ボランティア大募集！！！    

詳細はパンドラまで  連絡先 TEL/FAX 0566-25-3012
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秋の商品  
モンブランスイートポテト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋の味覚たっぷりのパンドラ・スイーツをぜひおしみください 

パンドラに足を運んでみてください。 

パンドラにみえた皆さんのご紹介 
パンドラでは、各種学校の実習生やインターンシ

ップ､ボランティアの受け入れをしています。 
加藤綾乃さん

は、大学の夏休

みを利用して､

ボランティアに

来てくださいま

した。そのほか、 

１０月１７日～２１日まで刈谷南中学校から２名の生徒さん    

を受け入れました。 
 

 インターンシップの浅井さんと

榊間さんに 卵洗いの手ほどき

を塚本くんがしました。 

加藤さんより 手作りの 
ラップ収納ケースを頂きました。 

秋の 
新商品 

秋冬限定 地元・西尾産抹茶使用 

抹茶パウンドケーキ 
大変ご好評いただいています。 
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お知らせ 
共同連・マラソントーク「非営利事業組織の展望」 

基調報告：NPO 法人 共同連事務局長 斎藤縣三さん 
講  演：ワーカーズ・コレクティブ・ネットワーク・ジャパン 

事務局長 金忠紘子さん 
 
日 時：１０月２９日（土） １３：００～１６：００  
場 所：刈谷産業振興センター６０３号会議室 
参加費：５００円（資料代含む） 
 

賛助会員ありがとうございました。 (順不同) 
長嶌多美様 坪井美智子様 有富静江様 木佐貫さゆり様 小山隆博様 手嶋俊克様 フォーレ様 

板倉清子様 
寄付金ありがとうございました。 
サークル K 昭和店様 
親子でよい映画を見る会様 
 
寄贈ありがとうございました。 
電動車椅子（テオライトⅡ）アイシン精機株式会社様 

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」 
 
５. 労働金庫に口座をお持ちの方は、振り込み手数料は要りません。 

 
銀行振込先 東海労働金庫  刈谷支店 

口座番号 ７９４２６３９ 
     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、別途ご連絡ください。  
            


