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2006 年度定時総会
2006 年 5 月 28 日（日）刈谷市心身障害者福祉会館「ふれ
あい」大会議室にて、2006 年度 NPO 法人パンドラの会
時総会を行いました。当日は衆議院議員

定

大村秀章様も出席

していただき、平成 17 年度事業報告及び収支決算、平成 18
年度事業計画及び収支予算が報告されました。ただし、今年度から決算日を 3 月 31 日から 6 月 30
日に変更する為、シンポジウムを行なう 8 月 20 日に、再度定時総会を開催します。

＜これからの「パンドラの会」の展開＞
障害者自立支援法の就労移行支援事業・就労継続支援 A 型（雇用型）B 型（非雇用）事業が
10 月から施行されます。
就労継続支援 A 型（雇用型）とは、障がい者と雇用関係を結び、障がい者を労働者として認める
事業所で、パンドラが今まで行なってきたことです。この事業所資格を得るには、国が定めた社会
福祉事業所でなければなりません。一般企業の参入は、今のところ出来ないようになっています。
ところで、国が定めた社会福祉事業所のうち、どのくらいの事業所が、就労継続支援 A 型（雇用型）
指定を受けようとしているのでしょうか？小規模作業所の殆どは授産所で、就労継続支援 A 型（雇
用型）へ移行する所は非常に少ないように思われます。その理由は、自主事業の事業収入が極端に
少なく、障がい者に法が定めた給料を支給出来ない事に起因しています。大きな社会福祉法人をは
じめ、殆どが、就労継続支援 B 型（非雇用）に移行していく懸念があります。国の思惑とは違う方
向に進んで行くように思われます。確かに障がいが重く、就労には適さない人も多くいます。しか
し、一般企業への就労の機会があれば就労が可能な人や、社会福祉事業所（A 型）であれば就労出
来る人もいます。このようなことを考えても、パンドラのような社会福祉事業所（A 型）がもっと
多く存在する必要があると思うのですが、なかなか上手くはいきません。これは、福祉法人側ばか
りに責任があるのではなく、当事者側である障がい者の家族にも責任があるように思います。
パンドラの会がこれまで担ったのは、一般ボランティアさん・各企業様は勿論ですが、家族の協
力があってこそなのです。土・日の販売・平日の作業協力など、福祉法人の作業所に通っている障
がい者の親には比べ物にならないほど、自分達の努力があります。職員ばかりに仕事をさせていた
のでは、保障の少ない NPO では職員がすぐに辞めてしまいます。職員の待遇にも気を使い、お金
をどのように作り出していくかを、障がい者の家族で相談し、協力し合わないと実現出来ません。
障がい者を雇用し、給料を払っていく事業を展開していくことは、並大抵の事ではないと言うこと
です。これからは、新しい制度のもとで、助成金がでるようになる事により、少しは楽になるよう
に思いますが、こればかりは、始まってみないと何ともいえません。この制度の導入で、就労継続
支援 A 型（雇用型）や一般企業への就労が増えて行く事に期待して行きたいと思います。
パンドラの会は、就労継続支援 A 型（雇用型）の指定事業所申請を行なう予定です。その後、就
労移行支援事業所についても視野に入れ活動を進めて行こうと考えています。
代表理事 岡部 扶美子
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ジョブコーチ研修
6 月に、「なごや職業開拓校」にて、ジョブコーチの研修を行ないました。
１０月～施行される障害者自立支援法の施行を前に､正規職員２名が「社会福祉法人 共生福祉会」
が運営する、障がい者の就労を支援する「なごや職業開拓校」と「なごや障害者就業・生活支援セ
ンター」にご協力を頂き､２週間ずつ交替で研修を行ないました。
昨年度、東京でジョブコーチの実践講座を受けたことがある職員も、実際のジョブコーチの仕事
を見るのは初めてでした。講座では伝わらない､ジョブコーチの実際を、開拓校のジョブコーチの方
から少しでも多く得られたと思います。２週間という限られた期間ではありましたが、面談にも立
ち会い、職安訪問、また企業訪問にも同席させていただき、多くのことを学ばせて頂きました。

㈱デンソー西尾製作所

緑十字クッキー

安全第一のマークである「緑十字」をクッキーにかたどり､㈱デンソー
西尾製作所様へ納品をしました。
緑十字クッキーはパンドラとしても初の試みであり、担当者の方と相談しなが
ら､研究を重ね､完成しました。納品を終え、西尾製作所の方から「職場内でも大
変好評です」
「感謝の気持ちでいっぱいです」という声をいただきました。

夏期休暇前の交通安全クッキー
夏のお仕事といえば…トヨタ系各社よりご依頼頂く、交通安全クッキーです。今年の
夏も、㈱デンソー様、㈱豊田自動織機様、トヨタ紡織㈱様（順不同）からご注文をいた
だきました。この夏は、計２８，２８０セットのクッキーを納品しました。

お中元クッキーセット
例年、フォナックスグループ（ﾌｫﾅｯｸｽ㈱・ｱﾊﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ㈱・ﾌﾞｲﾄﾗｽﾄ㈱）様よりお中元
とお歳暮のご注文を頂いております。この夏も、お中元の約５００セットを７月に納品
させて頂きました。ありがとうございました。
。

上記の納品を無事に終えることができたのは、いつもお世話になっている、地元ボランティア
グループ「一ツ木わかば会」の皆様にご協力いただいたからです。ありがとうございました。
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「ハビリス一ツ木」にて販売
5 月末から、毎週火曜日午後 1 時からの一時間、一ツ木町にある
介護老人保健施設「ハビリス一ツ木」様 菜の花ホールでお菓子の
販売をしています。
ハビリス一ツ木様より、販売の依頼があり、毎週決まった時間にお邪魔し
ています。ハビリス一ツ木様の施設では、非常にゆったりとした時間が流れ
ていて、時には行列ができることもあります。毎週楽しみに買い物に出てき
てくださる、おじいちゃん・おばあちゃん達と触れ合うことができ、私たち
も楽しみにしています。人気は、プリンやミックスクッキーです。
職員さんの販売時の協力もあり、パンドラ職員共々非常に感謝しています。又ハビリス一ツ木の
広報誌「菜の花だより」に「NPO パンドラの会」の販売の様子が写真と共に掲載されました。

パンドラ水泳大会
7 月 15 日（土）第一回パンドラ水泳大会が㈱デンソー西尾製作所様のご協力で、社内
の室内プールを借り、開催しました。
パンドラでは、毎週月曜日の午前中、ボランティアグループ「洲原
レディース」様の指導を受け、水泳をしています。初の試みで、今ま
での練習の成果を発表し､みんなでプールを楽しもうという企画をし
ました。この企画には、「洲原レディース」
の先生方とデンソー社員でスペシャルオリ
ンピックスコーチの久保田様・間瀬様にご
協力いただきました。私達スタッフは、初
めてみんなが泳ぐ姿を見ましたが、とても
上手に泳いでいるパンドラのメンバーに驚
きました。パンドラには半身麻痺状態の方がいますが、彼等も上手に
泳いでいて、驚くと同時に、感動を覚えました。 感動の一日でした！

サマーキャンプ
７月２１～２２日、刈谷市の「洲原ロッジ」にてキャンプを
行ないました。
夕方まで仕事をし、それから洲原公園に向かいました。梅
雨空の中、やはり午前中は雨・・・このまま夜まで雨なのか・・・
すると夕方には晴れ間すら見え
るまでに天候は回復。みんなで慌
しくバーベキューの準備をし、早
速お肉・野菜を焼き始めました。
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みんなの凄い食欲に、あっという間に肉は無くなってしまいました。お腹が一杯になった後は花火
をして、皆でわいわいと風呂に入り、交流を深めました。パンドラの行事では珍しく、終始雨に降
られることもなく最後までバーベキュー・花火を楽しむ事が出来ました。

アートスペース・パンドラ絵画展
6 月 27 日～7 月 2 日まで刈谷市美術館にて絵
画展が開催されました。
今年で 11 回目を迎え､障がいのない子供さんたちも仲
間に加わり､新たな気持ちで楽しく製作に取り組んで
きました。
6 月 29 日には、パンドラのみんなで絵画展を鑑賞に出
かけました。

咲かそうひまわり参加
7 月 30 日に碧南市の水源公園にて行なわれた「第９回咲かそうひまわり感謝祭」に
参加しました。
職員の２人は司会として、パンドラのみんなは夕涼みライブ出演者
として参加しました。
この日は朝から晴天に恵まれ、これぞ夏という厳しい夏日でした。感
謝祭が始まるとすぐに、近くの畑へじゃがいも・スイカを獲りに向か
いました。暑い中、皆でと一緒に土を掻き分け、じゃがいもを掘り出
し、大きく育ったスイカを一輪車を牽いて運びました。公園に戻ると
獲ってきたばかりのじゃがいもとスイカ、そして流しそうめんを食べ
ました。その後行なわれたスイカ種飛ばし大会では、
なんとパンドラの小佐々君が記録 7ｍ31cm という記録を出し、参
加者約 50 名中１位となりました。その後の彼は非常に饒舌でし
た。

陽が暮れ始め、夕涼みライブがスタートしました。

第１部では「本田桂吾といるか」さんによる漫談、「ハッピード
ラゴン」さんの紙芝居と子ども達が喜ぶ演目が続き、第２部では
「ケンタバンド」さんによる吹奏楽演奏、「大はしたつ屋」
さんによる名古屋弁フォークと大人も楽しめる演目でした。
そして、トリを飾るのが私たち「パンドラダンサーズ」で
した。曲が始まると会場のみなさんも立ち上がり、曲に合
わせて踊って下さり、アンコールの声援が起こるほどの盛
り上がりでした。
ました。
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◆重要なおしらせ◆
障がい者の就労を広げる集い 2006in 刈谷
８月２０日（日）、刈谷市産業振興センターにて、シンポジウムを開催致します。
障がい者雇用･就労支援などにご興味のある方、どなたでもご参加いただけます。
２００６年より障がい者自立支援法が施行され、障がい者を取り巻く法律が大きく変わりま
した。障がい者雇用についても国は労働力として見直す方針をとっています。今後、障がい者
を受け入れるにあたりどのようにしていけば、企業側、障がい者側の両者に、メリットがある
かを皆で考えてみたいと思います。
お忙しいとは存じますが、社会に向けた「NPO パンドラ」の新たな試みでございます。そ
のことをご理解いただき、一緒に障害者雇用について考えてみてください。皆様お誘い合わせ
の上、お越しいただけるようお願い致します。
記
日時

平成１８年８月２０日（日）１３：００～１６：００（休憩含む）

受付

１２：３０より

場所

刈谷市産業振興センター ７階小ホール

参加費

１,０００円（資料代）

大村秀章氏

パネラー 衆議院議員

厚生労働省
㈱白栄舎

障害福祉課

田仲教泰氏

代表取締役

高見正章氏

ＮＰＯ法人パンドラの会 代表理事

岡部扶美子

司会

(社福)共生福祉会なごや職業開拓校 代表 齋藤縣三氏

主催

ＮＰＯ法人パンドラの会

協力

ＮＰＯ法人わっぱの会 なごや職業開拓校

後援

刈谷市・刈谷市教育委員会・刈谷市社会福祉協議会

以上

２００６年度定時総会
８月２０日（日）刈谷市産業振興センターにて、シンポジウムを前に、定時総会を開
催します。平成１６年度定時総会にて承認されました、定款の変更（決算日の変更）により、
２００６年としては２度目の定時総会を開くこととなりました。詳細は下記の通りです。運営
会員・賛助会員のみなさま、ご参加ください。
記
日時

平成１８年８月２０日（日）１０：００より （受付９：３０より）

場所

刈谷市産業振興センター ７階小ホール
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個人賛助会員ありがとうございました。(順不同)
加藤善野様

鈴木理寿様

大平克彦様

大平まつの様

神谷和光様

神谷純子様

深野アヤ美様

塚本孝芳様

大平良子様
近藤義夫様

大平加奈子様
山本美香様

内寿郎様

矢田部寿子様

籔中晶子様 池田章二様 渡邉治様 久保田好明様 三浦恭嗣様 小森義史様 澤山英子様
菅原とし子様

神谷朱美様

川内久志様

鳥居好孝様

神谷雅宏様

木佐貫さゆり様 山本幸江様 作田大祐様 作田小夜子様

塚本敏治様

池内映子様

稲垣達雄様 与田茂子様

作田かずみ様 池田敏博様 山口絵里様 川村治子様 白子澄子様 鈴木千鶴様 石川里美様
岡本寛子様

法人賛助会員ありがとうございました。(順不同)
㈱デンソーユニティサービス様

運営会員ありがとうございました。 (順不同)
神谷隆也様 牧野清光様 望月光三様 西谷泰治様 酒井ハマエ様

ご寄付ありがとうございました。
デンソーハートフルクラブ様

(順不同)

お好み焼き「たんぽぽ」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
法人・企業会員

1口
1口

2,000 円
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：三菱東京 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。
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