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■今回の内容■ 

● 新年のごあいさつ 

● 見学者について 

● 赤い羽根共同募金受配事業 

● クリスマス商戦・交通安全クッキー終了 

                                                                            

 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  0566-25-3012 

FAX 番号が変わりました！          ＦＡＸ  0566-23-4373 

E-Mail opandora@katch.ne.jp 
                URL http://www.npo-pandora.com/ 
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新年明けましておめでとうございます。 
昨年中は、大変お世話になり、ありがとうございました。本年も宜しくお願い申し上げます。 

今年も皆様が、ご健康でご多幸の多いことをお祈り申し上げます。 
 
今年から、年賀状をやめ季刊紙での御挨拶に変えさせていただきます。 
 

＜年頭にあたり＞ 
昨年は、なにやら馬車馬のように走っていたように思います。そうしなければ、今にも倒れそう

で・・・・・パンドラで働く人達やその家族には大変忙しい思いをさせてしましました。今年は、

昨年よりは、ゆったりと進みたいと思っています。 
今年は、人材の育成に力を入れたいと思っています。愛知県の大手企業がここまで発展してきた

のは、人材の育成に力を注いできたことも一因にあるのではないかと考えます。人を育てるには、

時間とお金がかかります。これにじっと耐え、励ましていけば、何時の日か人はそれに応えてくれ

るのではないでしょうか？ 
人にとって仕事は何なのでしょうか、人は仕事を通して社会人になり、大人になっていきます。

親や家族には、すぐに反発したり、言い訳を言うかもしれませんが、上司や先輩にはそういうわけ

にもいきません。社会に出れば、ライバルがいたり、闘争心も現われるでしょう。一つのことをや

り遂げることの大切さや、やり遂げた後の心地よい達成感があるから、次へと向っていけるのだと

思います。 
今年の新人職員を見ていてそれをとても感じます。日々成長していく様子が嬉しく、たくましく

感じ取れるのです。うまく出来ない自分に、歯がゆさを感じ、ぼろぼろ涙を出している姿を見てい

ると、とても可愛く、「頑張って」とエールを送りたくなります。仕事がうまく行き誉められた時、

とても嬉しそうに体中でその喜びを表しているのを見ると、こちらまで嬉しくなって、「良くやっ

た！」とほっとします。今年は、この２人の新人職員がより力をつけ、大きくなってくれることを

期待しつつ、後継者を育成していくことにも力を注ぎたいと思っています。よき人材があってこそ、

組織は大きくゆるぎないものになると思います。しかし、まだ今は、NPO パンドラを支えている人

が頑丈ではありません。この土台をしっかりと造って行かなければ、今後のパンドラは不安定から

抜け出せないと思っています。その為に、安定した収入を得ることも大きな課題です。一般企業に

比べ、低賃金しか支払えない NPO では、先が見えています。この部分をクリアしなければ、よい

人材が安定して確保できないと思います。勿論、仕事を通して、社会に貢献し、設立時の理念を追

求することを忘れずに、今年も進んで行きます。 
今後とも宜しくお願致します。 

代表理事 岡部扶美子
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新年のご挨拶   ～ 職員より新年の抱負 ～ 

秋のバザー 
 １０月～１１月は、バザーがとても多い期間です。パンドラは今年度もさまざまな場所で、販売

をさせて頂きました。なんと１０月～１２月初旬のあいだ、毎週のように２４ヶ所も出かけました。 
パンドラのお菓子がいろいろな場所で買っていただけること、そして障がいをもった方たちがイ

ベントや販売を通して多くの人と触れ合えること。それがパンドラのバザーの意義です。バザーは

パンドラのお菓子、活動を広める絶好の機会となっています。バザーの売上げも昨年度より増加傾

向にあります。刈谷市福祉健康フェスティバルの売上げでは、始まって以来の売上げを記録しまし

た。バザーの販売には、作業員の母ボランティアがなくてはならない存在となっています。 
パンドラのブースにお越し頂いたお客様、販売ボランティアにご協力いただいた方々、ありがと

うございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クッキー教室のようす 

刈谷市福祉健康フェスティバル 

1７年１０月２３日 

あけましておめでとうございます。 
 一年で一番忙しいクリスマスシーズンを終

えることができました。入社して８ヶ月が経

ち、感じたことは、実に多くの方に支えられて

パンドラの会が存在しているということです。

理事さん、パートさん、同僚の小池さん、そし

て多くのボランティアさんには感謝の気持ち

でいっぱいです。まだまだ力不足ですが、今年

も少しずつ成長してゆきたいと思います。よろ

しくお願い致します。      宮下千穂 

新年明けましておめでとうございます。 
昨年は大変お世話になりました。周り

に支えて下さる方々がいて、仕事ができ

ることは幸せなことです。 
 新年は、初心を忘れずに、しっかり学

習していきたいと思います。少しでも人

間として成長できるよう、仕事もプライ

ベートも充実させていきたいです。場を

和ませるような人でありたいと思いま

す。よろしくお願い致します。小池晶子 
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(社)愛知県雇用促進協会見学 
 
 11 月 24 日（木）社団法人愛知県雇用促進協会様による、障害者雇用啓発事業・知的障がい者関

係施設等交流研修の対象事業所として、NPO パンドラの会が選ばれ視察研修が行われました。参加

された方は、事業所の人事・労務担当者の方や公共職業安定所長の方など 40 名の方々でした。およ

そ 1 時間半にわたり、作業の見学、代表理事による説明、ビデオ鑑賞などが行われました。 
 参加された方々から、「作業員の方がとてもいきいきと仕事をしている様子が伝わった」との感想

が多数聞かれました。今回の視察研修を通して、参加された企業や事業所の方々が、障がいをもっ

た方々の雇用に積極的になって頂けたら、と思います。 
 NPO パンドラの会の目指す、ノーマライゼーション型社会の進展につながる見学となったのでは

ないでしょうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

赤い羽根協同募金受配事業 
次ページの記事に載せています、厨房機器の導入事業は、

「赤い羽根共同募金」の配分金で実施しました。 
 そして、事務所には共同

募金の配分金を受けて、新

たに複合型コピー機を導

入しました。FAX は、電話

との兼用でしたが、回線を

新たにしました。コピーは

これまで近くのコンビニまで走っていましたが、今はその手間が省け、

事務処理が楽になり、とても助かっています。 

新 FAX 番号 ０５６６-２３-４３７３
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厨房機器入れ替え工事 
 
 平成１７年１１月２３日（水）、第１厨

房のオーブン、冷蔵庫・冷凍庫、食器・機

器兼用洗浄機が新しく入りました。 
 第１厨房の機器は、おかし工房パンドラ 
のオープンから５年間、お世話になったも

のばかりです。お店のオープン前、中古の

オーブン・冷蔵庫などをピカピカに磨き上

げたという、思いの詰まったものです。オ

ーブンは、名古屋市にある小規模作業、 

「あらくさ」さんにお嫁に行きました。 
代わりに入った新オーブンは、霧も出るのでシュー皮がとても

おいしくできます。又、高性能

の食器･器具兼用洗浄機が入り、

洗い物の手間・人出が減りまし

た。  

 
 
お世話になりました 
 10 月から 11 月にかけて、クリスマスシーズン到来を前に半城土町にある洋菓子「フォーレ」さ

んにて、職員の研修をさせていただきました。 
 経営者の杉浦さんにはクリスマスに新登場した「ブッ

シュ・ド・ノエル」や「タルト」の作り方を細かく丁寧

にご指導いただきました。研修に行けなかったパート職

員には、パンドラまで足を運んでいただき、ボランティ

アで技術指導をしていただきました。 
 おかげさまでおいしい「ブッシュ・ド・ノエル」を完

成させることができました。 
本当にありがとうございました！ 

 

【古オーブンの前で 副理事の杉浦・代表の岡部】 

【「あらくさ」の上田さん】 
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＜冬の交通安全クッキーボランテァありがとうございました。＞ 
一ツ木わかば会の皆様・身障協会の方々・そしてパンドラで働く作業員のご家族の皆様・ありがと

うございました。 
１２月１６日～２２日までおかし工房でわかば会の皆様・身障協会の方々・パンドラで働く作業

員のご家族の皆様が、貴重なお時間をパンドラのためにさいて、お手伝いをして頂きました。 
そのお蔭で、３社（㈱豊田自動織機様・㈱デンソー様・豊田紡織㈱様）のクッキーを無事期日まで

に納品できました。心より感謝いたします。 
このクッキーが製品になるまでを、㈱デンソー総務の川出さんがボランティアをしながら取材に

みえました。そして作っている様子に感動されたようでした。たった３つのクッキーですが、ひと

つひとつに思いが込められ、いろいろな人の手によって完成されることを社内で紹介していただけ

るようです。楽しみにしています。 
 

＜職場体験学習の中学生から寄せられたお礼状です。＞ 
 
今回の職場体験で、クッキーを並べる作業、箱にシールを張る、リボンをつけるという仕事をやら

せて頂き、有難うございました。一日目のクッキーを並べる作業では、作るクッキーの量に驚きま

した。それに、ずっと立ちっぱなしだったので昼食の時の休憩ではとても足が疲れていました。し

かし、作業のひとつひとつが初めてのこともあり、とても楽しかったので作業中では、疲れを忘れ

るくらい集中していました。このクッキーを並べる作業は、作る人から見ればとても多く作ってい

るだけのように見えていました。食べる人にとっては、ひとつひとつの色や形は、当然気になる物

でどれくらい沢山物を作ったとしても、一人一人のお客さんのことを考えて、絶対に少しでも、一

つでも、失敗した物は作ってはいけないということを学びました。その作業を同様に、二日目の箱

のシール張り、リボンをつけることもひとつひとつを大切に頑張りました。外見のことは、物の第

一印象を決める大切な物だと思います。箱は、ひとりに一つだけでとても気になるものだと思うし、

リボンも中のクッキーをどう見せるかがかかっているものだと思いました。この作業は、自分の見

ている物そのままが、お客さんのもとに持って行かれるため、自分の納得のいくように頑張りまし

た。この職場体験では、細かい作業を任せて頂き、それをこなすことで、小さなひとつひとつの作

業の大切さを学びました。作る人は多くても、食べる日地は少しで、少しだから気になることを作

る人は、気を付けていかなければならないと知りました。二日間の短い間で、細かな作業の大切さ

を学びました。二日間有難うございました。       刈谷市南中学校２年女子生徒 
 
おかし工房パンドラで、日々行われている作業の一環をになって頂きましたが、こんなに感じて頂

いたと思うと、今回の職場体験学習が意味深いものになったのと同時に、おかし工房でこだわって

いることが素直に伝わったことに喜びを感じます。 
次回は、もう一人の生徒さんの感想を掲載します。 
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クリスマス 無事終了！！ 
 
 今年も多くの方々にクリスマスケーキをご注文いただき、ありがとうございました。 
各豊田系企業様をはじめ、官公庁、養護学校の先生方、ご協力ありがとうございました。 
今年新登場した「ブッシュ・ド・ノエル」は、限定数をはるかに上回る注文を頂き、クリスマス

商戦は、過去最高の売上げを上げることができました。 
又、22 日は大雪の為帰宅不可能になり、理事・職員・パート職員はパンドラで朝を迎えましたが、

翌朝はよいお天気になり、無事全ての配達を終えることが出来、ホット致しました。 
 24 日は、作業員をはじめ職員、理事、それぞれが自分の好きなように苺をスポンジにはさみ、ク

リームを塗り、思い思いに個性的な？飾り付けをして、オリジナルケーキを持ち帰りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お客様の声 
こんなうれしいお葉書をいただきました。 

埼玉県のお客様 
先日、主人の仕事関係先から「パンドラ」のお菓子を頂きました。予想以上に美味しく

感動したのでお便りさせて頂きました。実は、うちの娘（７才）にも知的な遅れがあり、

今は特殊学級で学んでいます。将来のことを考えると心配や不安は尽きませんが今の恵

まれた環境でできる事を精一杯やっていくことを大切にしていきたいと思っています。 
これからも頑張って下さい。お体を大切に！・・・ 
 
愛知県のお客様 
先日、パンドラのパウンドケーキやクッキーの詰め合わせを頂き、あまりの美味しさに

びっくりしてしましました。特にハーブの入ったクッキーと抹茶のパウンドケーキは今

まで食べたどのお菓子よりおいしい！と思えるくらいでした。心のこもった安心でおい

しいお菓子を有難うございます。今後、お店にも買いに行きたいと思っています。皆様

お元気でおいしいお菓子を作って下さい。 
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お知らせ 
第 3 回 NPO 法人 パンドラの会 「成人式」開催 

 今年は小佐々卓巳さん・深野典子さんが成人式を迎えることになりました。 
記 

日時     2006 年 1 月 28 日（土）   １２：００～１４：００ 
受付時間   １１：００～１１：４５ 
場所     「出雲殿 ガーデン PRAZA ベルサイユ出雲殿」 
        愛知県知立市茶碓山 5-4 
        TEL 0566-82-8888 

多くの参加者を募集しています。是非、ご一報ください。 

 
賛助会員ありがとうございました。 (順不同) 
塚田由香様 下タ村かづ子様 長浜喜久雄様 横井真弓様 加藤義宏様 
寄付金ありがとうございました。 
アイシン精機㈱部次長会様 ㈱デンソーHappy Festa 実行委員会様 サークル K 昭和店様  
デンソー少林寺拳法部様 
その他の寄付ありがとうございました。 
電話加入権 岡部 崇生様 

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。  
            


