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      ■第３５号 内容■ 

● 愛知県知事賞受賞 

● 指定障害福祉サービス事業 

● 労働金庫 NPO 寄付システム 

● ボランティアさん有難う 

                                                                               

 

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 

URL http://www.npo-pandora.com/           ＦＡＸ  0566-23-4373 

E-Mail opandora@katch.ne.jp 
 

2006 年 12 月 30 日発行 

パンドラつうしん 

新年号 



2006.12                        パンドラつうしん No.35 

- 2 - 

 

明けましておめでとうございます。 

旧年中はいろいろとお世話になり、有難うございました。

本年もよろしくお願い致します。 

 

愛知県知事表彰受賞（障害者優良事業所） 
 12 月 15 日（金）名古屋市教育セン

ターにおいて障害者雇用優良事業所

の表彰式がありました。 

愛知県では、障害者の雇用促進と職場

定着を一層進めるため、障害者を積極的

に多数雇用し、障害者雇用に対する深い

理解を示す優良事業所に対し、愛知県知

事表彰を行います。この優良事業所に今

年は７箇所の企業がはいり、「NPO パン

ドラの会」もその中の一つに選ばれまし

た。優良事業所として特定非営利活動法

人が選ばれたのは、初めてのことです。障がい者と労働契約を結んでいることが高く評価されたと

言うことでした。 

設立当初より、理念を曲げずにこつこつと積み上げてきた実績が高く評価されたことは、とても

誇り高いことで、本当に嬉しく思いました。表彰式には、６年間継続して勤務している館林万弥さ

んと私が皆さんを代表して表彰を受けました。 

「愛知県コミュニティビジネス優良モデル事業所」に認定 
１２月２２日（金）愛知県産業労働部商業流通課より、コミュニティビジネス優良モデル事業

所としての認定を受けました。この認定は、今年初めて行なわれ、事業の安定、将来性、必要

性などが高く評価された団体１０ヶ所が選ばれました。 
このような賞をいただけるようになったことは、ご支援、ご協力して頂いている皆様と家族ボ

ランティア・一般ボランティア・夜遅くまで頑張ってくれている支援スタッフのおかげと深く

感謝しています。 
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＜指定障害福祉サービス事業所として指定＞ 

 
 
障害者自立支援法第２９条第１項規定に基づき指定サービス事業者（事業所番号 2313300150）

として１０月１日に指定が決定されました。 
パンドラで行なうサービス事業は就労継続支援（A 型）で、障がい者と雇用契約を結び、就労継続

支援を行なう事業所の事です。このサービス事業に名乗りをあげた福祉団体は、非常に少なく愛知

県では、現在「特定非営利活動法人 パンドラの会」のみだそうです。障がい者と雇用契約を結ば

なくては、A 型にはなれないのです。障がい者に毎月給料を支払っていけるような事業をしている

ところが、企業を除いて殆ど無かったということです。その理由に、障がいが重い人を抱えている

作業所が多いことがあげられます。しかしながら、それより他にも原因がありそうです。パンドラ

の会は決して楽ではありません。楽どころか他の福祉施設に通う親たちより負担が多いです。知的

障がい者が給料を稼ぐことの場を確保することは、楽に出来ることではありません。一般のボラン

ティア・親ボランティア・職員・多くの支援者の協力が必要です。とりわけ、障がい者を取り巻く

中心的人物が頑張らなくてはやはり出来ないのでは無いかと思います。職員やボランティアは、意

見が合わない、待遇が折り合わない、などの理由で辞めても直接的に自分や家族が困るわけではあ

りません。ところが、障がい者の親や家族が支援を辞めることは、障がいのある家族が、明日から

の行き場がなくなってしまうかも知れないのです。その事実がある以上辞めることは出来ません。     

国は障がい者に自立をしてもらうことが目的で自立支援法を設立したはずなのです。ふたを開けて

みれば、状態は何ら変わらないものでした。それどころか現状は前よりも自立できなくなっていた

のでは無いでしょうか？ 障害者自立支援法の施行に伴い、多くの福祉団体や障がい者自身が生き

にくくなったことは事実ですが、また逆に追い風となっている部分も否定できないと思います。今

までメスの入れられなかった部分にメスが入り、改善されたこともあります。生かすも殺すも自分

達の手にかかっていると思い、大地に踏ん張り、じっくり考えながら行動を興して行こうと思って

います。 
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東海労働金庫 NPO 寄付システムの対象 NPO になる 

 
労働金庫が寄付をしたいけれど機会が、という一般 市民の方々のために「NPO
寄付システム」という制度をもっています。このシステムは 100 円からできる

手軽なボランティアです。NPOパンドラの会がこの対象NPOに選ばれました。 
まだ、労働金庫のホームページ・パンフレットには掲載されていませんが 
パンドラの会又は、労働金庫にお問い合わせして頂ければ書類は用意してい          

ます。労働金庫に口座のある皆様、是非お願いします。 
 

 

赤い羽根共同募金事業監査無事終わる。 
１２月１１日、愛知県共同募金会から、助成金受配事業の監査が行なわれました。 
会計、取引全てにおいて全く問題がない。「良好に執り行なわれている。」とのお言葉を 
監査担当者様から頂きました。赤い羽根共同募金をして頂いている皆様、回りまわってパンドラの

会は、とても助かっています。有難うございました。 
 

養護学校職場実習生及び公立中学校 
職場体験学習生徒受け入れ 

 
刈谷市・知立市中学生（職場体験学習・福祉体験学習）・養護学

校（職場体験学習）の生徒さん合計８校２６名及び、夏休みボラ

ンティア体験生を受け入れました。 
生徒さん達は皆さん 1 日中の立ち仕事に疲れたようですが、良

い体験が出来たと感想文を頂きました。障がいのある方々との触

れ合いを通して、何かを感じ取って頂けたようです。このような

事が、これからのノーマライゼーション型社会の

実現への第一歩になると信じています。 
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交通安全クッキー無事納品 
 
冬休み前の交通安全クッキー約２７，０００袋を、無事納品させて頂きました。ご協力いただきま

した「一ツ木わかば会」の皆様、その他多くのボランティアさん有難うございました。 

㈱デンソー弥栄寿会記念品有難うございました。 
今年も、㈱デンソー弥栄寿会の記念品としてパンドラ商品を１１００セットご注文いただきまし

た。１１月 23 日納品の後、お客様から「とても美味しかったです。頑張って下さい。」との嬉しい

メールも頂きました。皆さんに喜んでいただける商品をこれからも作りつづけたいと思います。 

フォナックスグループ様より 498 セット注文 
（フォナックス㈱・アパートネットワーク㈱・ブイトラスト㈱） 
フォナックスグループ様より御歳暮商品４９８セットの注文を今年も頂きました。 
毎年、年２回のご注文を頂き感謝しています。ご協力有難うございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・一般ボランティアさんにご協力いただいたからです。

ありがとうございました。 

 

信号クッキーの飾りつけの様子です。 わかば会の皆様に今回もご協力いただきました。 
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パンドラ工房清掃ボランティア有難うございました。 

 

某企業ボランティア１５名がおかし工房及び事務所・ト

イレにいたるまで、隅から隅まできれいに大掃除をして

くださいました。勿論、開けるのも恐ろしいグリストラ

ップ（汚水層）にいたるまで、本当に有りがたかったで

す。日々のお掃除だけで手一杯で、こんなにきれいには

出来ません。 

とても助かりました。有難うございました。 

 

 

障がい者の就労を広げる集い in 刈谷 無事終了 
 

NPO パンドラの会が主催・社会福祉法人共生福祉会のご協力を頂き、８月２０日に就労についての 

シンポジウムを刈谷市産業振興センターで行ないました。当日は、およそ２００人ほどの聴講者 

も有り、障がい者雇用に向けて、社会への提言ができたかと思っていますが、企業様の参加者が 

少なかった事が残念でしたが、障がい者就労の難しさを浮き彫りにしたように感じたのは、私だ 

けでしょうか？    

反対に熱心な市町村もあり、今後の展開が楽しみです。 

     

楽しかった！北海道｛あさひやま動物園｝ツアー 
２００６年９月１７･１８･１９日の三泊四日で北海道ツアーに出かけました。 

パンドラでバス一台を貸しきり、函館、小樽、札幌、あさひやま動物園、富良野とあちこち回りま

した。移動距離が長く、「北海道は広いなぁ～」と改めて実感しました。 

 初日の夜には、途中雨が降っていたにもかかわらず、ラッキーなことに、

函館山に着いた時には雨が上がり、最高の夜景を見ることができました。  

１９日には、このツアーの一番のお楽しみ、話題の「あさひやま動物園」

へ！！ 見たかった、白くまのジャンプと泳ぐシーン。名古屋の東山動植物

園で産まれてやってきた、アミメキリンの「まりも」ちゃんのお食事シーン

も見ることができました。 

 事故が起こることもなく、みんなが揃ってセントレアに着いたときには、 

スタッフ一同 ホッとしました。この旅行中には、いろいろとトラブルがありましたが、みんなが

安全に楽しめるように、支援者のみなさんに助けていただきました。ありがとうございました。 
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2006 年も笑顔のクリスマス 

 

 

クリスマスイブの 24 日、作業員の皆さんは、自分のケーキを自分で 

作って、豪華なクリスマスイブを迎えました。 

ケーキを買って頂いたお客様、有難うございました。 

今年は、テスト的に「わんちゃんのこだわりケーキ」も作ってみました。 

大変好評だったため、来年は、本格的に販売いたします。よろしくお願いします。 

 

新人紹介 

12 月より、パンドラ職員になった原田有子さんです。 

 

1 年で最も忙しい時期に入ったため、連日の深夜残業に

ヘトヘトになりましたが、ひとつの事を皆で成し遂げる

喜びとボランティアさんの方々に対する有り難みをひ

しひしと感じています。今後は、事務的な業務も含め、幅広く対応して

行けるよう頑張りますので、皆さん宜しくお願いします・ 
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個人賛助会員ありがとうございました。(順不同) 

鈴木宜代子様 後藤千恵子様 小山広志様 長嶌多美様 

ご寄付ありがとうございました。 (順不同) 

デンソー少林寺拳法部様 お好み焼き「たんぽぽ」様 アイシン精機㈱部長会・課長会様 

㈱デンソー様（マッチングギフト寄付） サークルＫ昭和店様  

デンソーHappyFesta 実行委員会様 

 

チュリップ球根・花の苗ありがとうございました。 

河原朗治様 

 

■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：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。             


