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■第３６号 内容■ 

● パンドラの会がＮＨＫで紹介 

● 入所式とお花見、新メンバー紹介 

● 愛知県知事賞受賞記念パーティー・講演会 

● おしらせ 
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                                    ＴＥＬ  0566-25-3012 
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パンドラの会がＮＨＫで放映される 

 
 
 

 
自立支援法改正による現状を探るため、 

ＮＰＯ法人パンドラの会がＮＨＫにて紹介さ

れることが決定、4 月６日（金）に取材撮影

が行われました。 
朝の出勤風景から始まり、アイシン精機㈱本

社での販売、支援者へのインタビューなど、

夜遅くまで撮影が続きました。 
放映は 4 月 12 日（木）ＮＨＫ《ホットイブニ

ング》で 6：10～6：30 の間の４分半でした

が、パンドラのみんなの笑顔がたくさん映っ

ていました。そして一日を通した私達           

の行動、仕事に対する想いが視聴者の皆様に

伝わったと思います。今回インタビューして

下さった司会の女性は、｢障がい者に対する補

助金は出るものの、支援者の給料、厨房の維

持費や経費にかかる金額も多い｣と難しい現

状を伝えていました。 
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｢新生パンドラ｣スタート 
 
 

私達がこの活動を始めて 10 年が経ちました。これを機に、私達は次のスッテップに進む為、心

機一転「新生パンドラ」として活動をしていく事にしました。 
「新生パンドラ」とあえて名付けたのには深い意味があります。スタートから今まで、親が深く関

わってきましたが、10 年を節目に、親の関与をなくした組織に育てていこうと決意しました。しか

し、親で代表でもある私はまだ現状維持です。本当は、障がい者の方が働いている間は、全ての親

達が立ち入らない事が一番良いと考えていますが、まだそこまでには至っていません。 
理想とする「おかし工房パンドラ」は、障がい者が第 3 者の支援者によってのみ成り立つと考え

ています。「新生パンドラ」を発展させていく為には、障がい者が持ち前の力を充分発揮できるよ

うな支持や配慮が出来、尚且つ、全体を見通せる余裕をもち、細かいことにも気を配れるそんな支

援者が必要です。事務局の充実も欠かせません。又、非営利とはいえ、事業を継続して行くにはビ

ジネス感覚も要求されます。有能なビジネスマン育成も大切です。今年は、これら人材の育成に取

り組む年にしたいと考えています。 
４月１２日に NHK「ホットイブニング」でパンドラの活動が放映されました。 

10 年前に誰が予想したでしょうか？私でさえ予想しませんでした。「時代の波に乗った。運が良か

った。」からと、一言で済まされてしまいそうですが決してそうではないと胸を張って主張できま

す。誰かに「小規模で障がい者に給料を支払って行くことは無理だ」と言われ、絶対にやってやる

と奮起し、考えられないような努力をパンドラのメンバーはやってきました。身銭を切りながら、

歯を食いしばって、ただひたすら吾が子のためにという切なる親の思いが、ここまでの事を成し遂

げたのだと思います。誰でも出来そうで出来ないことなのかも知れません。 
そして、忘れてならないのは、パンドラの会を支援し応援してくださった方々がいたから、ここま

でやってこれたのです。このような支援と励ましが得られれば、この事業はもっと理想に近づいて

いけるのだと信じています。 
努力なくして何も成し得ないと思います。努力が決して辛い物ではなかったこと,辛いどころか、

逆に楽しかった事をもこの活動を通して得られました。夜中まで頑張っているのに、何故か楽しい

のは私だけではないと思います。この年になって夢を追いながら理想に向かって行けるなんてとて

も幸せに思います。これからも、歩みを止めることなく、こつこつと前進して行こうと考えていま

す。パンドラのに通う方々の屈託のない笑顔こそ、私達の「希望」であり、その「笑顔」を絶やさ

ない事が、私達 NPO 法人の使命であると考えています。 
 

代表理事  岡部扶美子 
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2007 年春・・ 入社式とお花見 
  

４月２日に、ＮＰＯ法人 パンドラの会 入所式が行われました。 

メンバーには新たに１名の作業員、１名のパート職員、正規職員が入れ替わり 

｢新生パンドラ｣ がスタートしました！ よろしくお願いします。 

 

【パンドラの会構成員】  

 

＊ 作業員 12 名 

＊ 正規職員 2 名 

＊ パート職員 3 名 

＊ 販売ボランティア 2名  

＊ 販売・製造補助 2名             

＊ 理事 1名 

＊ 事務局パート職員 1名 

＊ 税理士 1 名 

（他 季節ボランティア 

  母販売ボランティア） 

 

 

 

毎年恒例、入所式後は亀城公園でのお花見で大いに盛り上がりました！ 心配された

天気は、少し曇っていましたが雨が降ることなく、満開の桜の下でお弁当を食べること

ができました。お弁当の後には出店でおやつを買ったり散歩したりと思い思いの時間を

楽しみました。 
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パンドラ新メンバー紹介 
 

永田真美さん（作業員） 

 
３月の後半から入社した永田真美です。 
これからはみなさんと仲良くクッキーを作ったりしていきたい

と思っています。これからも宜しくお願いします。 
 
 

 
 

日紫喜直美さん（正規職員） 
はじめまして。４月より入職致しました、日紫喜直美と申します。 
大学では福祉を学び、授産施設での実習を機に障害者の社会的自立に大

変興味を抱きました。また同時に、「指導者」「利用者」という枠を越え、

同じ働く「仲間」として関係が築ける雇用所に魅力を感じました。 
NPO 法人パンドラの会では、地域社会の中に根付く障害者雇用所とし

て、大変強みのある法人だと印象を受けました。 
机上の空論ではなく、障害者が地域社会の中で社会人として成長できるツールがある。そんな

魅力的な法人にて働けることに喜び、そしてやりがいをとても感じております。 
まだまだ未熟者では有りますが,働く仲間と共に成長できるよう務めてまいります。ご指導ご支

援宜しくお願い致します。 
 

 山﨑麻衣子さん（パート職員） 
４月よりパンドラのみなさんと一緒にお仕事をさせていただくことにな

りました。まだまだ分からない事がたくさんあってご迷惑をおかけする

ことがありますが、ひとつひとつ毎日が勉強と思って覚えていきますの

で宜しくお願いします。みなさんが大切にしてきたことを私も教えてい

ただき、パンドラのお菓子を食べた人が笑顔になるよう心をこめて作っ

ていきたいと思っています。 
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愛知県知事賞受賞記念パーティー・講演会 
  

２月１日（木）に刈谷市民会館にて｢愛知県知事賞受賞記念パーティー・講演会｣が行

われ、会場がほぼ満員になるほどの盛況を呈しました。 

午前の部の講演会では、代表理事岡部がパンドラの会の今までの歩みを皆様に切々と語

り、盛大なる拍手を頂きました。またパンドラの会の税理士でもある神谷先生に具体的

な経営についての講演をしていただきました。 

午後の部のパーティーではボランティア出演の城殿さん（悠情）のバイオリン生演奏会、

最後はパンドラのカントリーダンス披露で会場のみなさんとともに盛り上がりました。

ご来駕いただきましたみなさま、誠にありがとうございました。 

 

《 パンドラダンス部結成 》 

パーティーで披露しましたカントリーダンスは、月に一回、講師であるハミー先生に教わってい

ます。今後もいろいろな機会にダンスを披露していきます。 

 

～ ハミー先生のコメント ～ 

今年１月、代表からの依頼を受け初めて「パンドラの会」を訪れて以来、毎回楽しく

カントリーダンスをレクチャーさせていただいています。「いろんな人がいます」とい

う言葉どおり･･･初対面の時ほんの少しだけ不安を覚えました。でもすぐにいつもの私

のレクチャーをしました。そう、特別扱いすることなく「笑顔で踊る」をモットーに

音楽に合わせてステップを踏みます。 依頼内容が「パーティでのダンス」でしたの

で、見栄えのする「見せるダンス！」にチャレンジ。みんなそれに応えてくれて見事

に「ステージダンス」ができあがりました。笑顔もバッチリ！とても嬉しかったです。 
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春の交通安全クッキー 
 

 

今年も㈱デンソー様からご注文をいただきました。 

そして合計２８，８１０セットのクッキーを無事納品

できました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しかったね！ パンドラ雪遊び旅行 
２月１５日・１６日の一泊 2日で、治部坂高原スキー場へ雪遊びに行きま

した。 

アイシン精機㈱様からバスを調達していただき、いざアイシンリゾート悠遊館へ。道中

は雪が降り出し、めったに見られない山々の雪景色に胸躍らせました。 

一日目はゆったり温泉につかり豪華な夕食を堪能。そしてニ日目はいよいよ雪遊び。前

日に雪がたっぷり降り、当日は晴天という絶好のコンディッションに施設の方も驚いて

いました。今年は暖冬の影響で雪が見られない分、この日はたくさんの雪に囲まれてソ

リ遊びやスノーボードを思いっきり楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」と賛助会員である山口様ご一家、又地域のボランティアの皆様

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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｢福祉ふれあいフェスティバル in シャインズ｣ 
 

㈱豊田自動織機様が主催する、市内

の心身障害児・者とその家族が参加し

てふれあいの輪を広げることを目的と

した恒例のイベントであり、私達パン

ドラの会がダンスを披露する場でもあ

ります。今年は２月２５日（日）、マジ

ックショーや楽器演奏を楽しんだ後、

いざパンドラの出番。カウボーイをイ

メージした姿でステージに立つと、最

初は緊張していた私達ですが、すぐに

持ち前の笑顔でのびのびと踊ることが

できました。来年もお楽しみに・・・ 

 

◆おしらせ◆ 
チャリティーイベント開催 !  

《 All Muzie’s Fact’s 》 
日 時： 平成１9 年 6 月２4 日（日）開場１３：３０ 開演１４：００ 
場 所： 碧南市シアターサウス （碧南市鶴見町 1-70-1）  
入場料： １,０００円 
主 催： All Muzi’s Fact’s 
入場料総売上の約 10％をＮＰＯ法人パンドラの会に寄付となります。メジャーとインディー

ズとの垣根、ジャンルの垣根、健常者、障害者の垣根を越えた音楽や平和を愛する人達による

ライブが満載♪ パンドラの会がパンやケーキ、お菓子、ドリンクなど販売いたしますのでお

腹もいっぱい♪  ライブは 1 部と 2 部に分かれており、1 部ではパンドラの会のダンス発表も

組み込まれています。 
☆ ライブ 1 部目・・・ 
アコギ弾き語り・ピアノ弾き語り・ポップロック・パンドラのカントリーダンス 
☆ ライブ 2 部目・・・ 
ピアノ弾き語り・ジャズ・その他盛りだくさんな内容です。 
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大口のご注文ありがとうございます 

企業の社会貢献が広く行われるようになってきたと感じています。 
ありがとうございました。 

 

・明治安田生命保険相互会社様 大口 400 セット 

（粗品として菓子詰め合わせをご注文頂きました。） 
 

・㈱クイックス様 大口 100 セット 

（年賀式用として菓子詰め合わせセットをご注文頂きました。） 
 

一つ一つ心を込めて作らせて頂きました。 
 

個人賛助会員ありがとうございました。 (順不同) 

池内映子様 小池晶子様 松下昌子様 山本幸江様 

ご寄付ありがとうございました。 (順不同) 

サークル K 昭和店様 湯浅正典様 薮中良昭様 山本美香様 伊藤洋子様 望月光三様 
マックスバリュ刈谷店様（物品寄付） メガマート刈谷店様（物品寄付） 
㈱デンソー（マッチングギフト寄付） 
 
● 愛知県知事賞受賞記念パーティー・講演会にて ● 

ご寄付ありがとうございました。 (順不同) 

杉浦芳一様 望月光三様 矢形弘子様 坂倉様 斎藤縣三様 近藤弘和様 山田泰男様 

祝電ありがとうございました。 

山田裕一様 

祝花ありがとうございました。(順不同) 

㈱豊田自動織機様 アイシン精機㈱様 トヨタ紡織㈱様 ㈱デンソー様 ㈱ジェイテクト様㈱ 
セレス様 極東食品㈱様 ㈱愛起様 ㈱きくや様  



2007.04                           パンドラつうしん No.36 

- 10 - 

 

■ 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。             


