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■第３８号内容■ 

● 新メンバー・卒業生紹介 ● 夢のサーカスＤＲＡＬＩＯＮ  

● 販売について        ● 笑顔のクリスマス 

● 大阪よしもとツアー 

● 福祉・健康フェスティバル２００７    
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刈谷市の街づくり 
 

地域福祉について国の方針が大きく変わり、各市町村が動き始めました。刈谷市から今年８月、

刈谷市市民協働推進検討委員及び、障害者自立支援協議会の委員の依頼を受けました。 
刈谷市市民協働推進検討委員は、刈谷市の市民と行政との協働によるまちづくりの推進を目指す

市民協働推進基本方針について検討する為の委員で、１０人で構成されています。 
障害者自立支援協議会は、協議会、部会の２層構造で、具体的な課題に対する協議・検討は部会

で行い、部会はその検討を要する内容ごとに構成するメンバーを選任し、組織されます。 
部会は、「グループホーム・ケアホーム」精神障害者地域活動支援センター」「就労移行支援」 
「相談支援」の４つに分けられ、各部会長が決められています。パンドラの会は就労支援の実績が

認められ、就労移行支援部会長に選任されました。二つの委員に選ばれた事は、素晴らしい事だと

思います。街づくりに直接意見が言えるようになったことはとても責任のあることです。真剣に街

づくりに取り組み、意見を出して行きたいと考えています。障がいのある人の代弁者として、誰も

が暮らしやすい街づくりを考えて行きたいです。 
現在、刈谷市の障がい福祉サービスは大変立ち遅れています。障がい者の為のグループホームは、

刈谷病院のグループホームが１ヶ所あるだけです。グループホームへの入居を希望する人はいます

が、その要望にはこたえきれず、他市の施設を利用しているのが現実です。 
障がい者の就労支援についても同じです。各福祉施設では就労活動を進めなければいけないとは分

かっていますが、出来ないでいます。そんな中、パンドラの会は今年１０月、一般企業へ就労させ

ましたが、就労までの支援はかなりの負担になりました。実習から始まり、面接、事務手続き等、

支援者が１人付きっ切りになってしまします。それでなくても人手不足の中で事業を展開している

のですから、かなりのオーバーワークになりました。 
今後、就労支援を進めてゆくには、刈谷市の協力がなければ困難であると実感しました。 
刈谷市には、行政・福祉施設・企業この三つの連携、協働が上手く図られるように調整を行って頂

きたいと思っています。その調整の具体的な方法と対策を早く見つけなくては、刈谷市は他市に遅

れをとってしまうことになるのではないでしょうか。刈谷市にも、就労を希望する障がい者は多く

いると思います。「どうせ一般企業への就労は無理」とあきらめている本人や家族でも、機会があ

れば企業で働きたい、働かせたいと思っていると推察します。しかし、途中でリタイヤしたらどう

しようか？などの心配で、安全な施設から出ることをためらっている方もいます。企業は企業で、

障がい者を雇用しても何か困ったときに、専門的にアドバイスを受けるところがないため、雇用す

るのを避けているのではないでしょうか。 
企業と障がい者の橋渡しをするところがなければ、障がい者の一般就労は進んでゆかないと考えま

す。パンドラの会は、今後も企業への就労を希望する人には、就労を進めて行きます。 
その為にも、行政と連携を組み、就労移行支援を組織化して行かなければなりません。 

岡部扶美子 
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パンドラ新メンバー紹介 
 

 

久米 真理さん（正規職員） 

  
はじめまして。11 月からパンドラの仲間入りしました。 

 初めてのことばかりで日々皆さんにご迷惑をお掛けしてい 
ますが、早く色々なことを覚えていきたいです。 
どうぞ皆様よろしくお願い致します。 

 

 

パンドラ第一号の卒業生 
 

林 文子さん（作業員） 

パンドラメンバーの一員として頑張ってきた 林 文子さんが、

パンドラ第一号の卒業生となりました。パンドラの会が就労支

援を行い、㈱三五様の正社員として 10 月から元気に頑張ってい

ます。１１月には、ボーナスも出たと大変喜んでいました。 
これからもいろいろな辛いことがあると思いますが、パンドラ

の卒業生としての自覚、誇りをもち、大きく羽ばたいてくれる

ことを願います。 
 

アイシン精機㈱様での販売方法が大きくかわりました 
 
アイシン精機㈱様（本社）では今年 6 月より、刈谷工場では来年 1 月より、従来の

現金支払いの方法から、社員証で商品が購入できる方法へと変わりました。ショーケ

ースに商品を並べさせていただくことにより注目度が増し、さらにお客様にとっては

現金で支払うという手間が省け、結果本社での売上は以前と比べ約 3 倍にもなりまし

た。 

ご提案くださったアイシン精機㈱さわやかふれあいセンター様、ご協力いただいてお

ります㈱魚国総本社様には大変感謝しております。ありがとうございました。 



2007.12                           パンドラつうしん No.38 

- 4 - 

 

 

㈱豊田自動織機様での販売スタート 
 
今年 8 月より、月一回のペースで㈱豊田自動織機様（刈谷工場）での販売が始まり

ました。 

㈱エームサービス様の多大なご協力のお蔭もあり、当初からたくさんのお客様にご

購入いただくことができました。今ではプリンはパンドラの定番商品となっています。 

このような機会を与えて下さった㈱豊田自動織機様に感謝するとともに、これからも

たくさんの人たちにパンドラを知ってもらう為、日々努力していきたいと思います。 

  

《 楽しかったね！！パンドラよしもとツアー 》 

９月９日（日）・１０日（月）の一泊二日で、大阪へ旅行へ行きました。

バスを一台貸しきり、一日目は東映太秦映画村へ。撮影ショーやお化け屋敷

でキャーキャー言いながら、生きた撮影所の魅力を存分に味わえました。夜

の宴会では様々なゲームが用意され、みんなの普段とはまた違った一面をみ

ることができました。 

宿泊先は超高級ホテル｢スイスホテル南海大阪｣。部屋からは大阪の夜景を眺めることが

でき、とても贅沢な気分を味わえました。 

二日目は今回のメインでもある｢吉本新喜劇｣。なんと大助花子も登場し、最初から最後

まで笑いっぱなし。その後はたこ焼きを食べながらなんばの街を散策、天候にも恵まれ

た二日間、大阪を存分に満喫した旅となりました。 
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福祉・健康フェスティバル２００７ 

 
今年は 10 月 14 日（日）に刈谷市民会館で行われました。 

毎年恒例の大きなイベントであり、目的は『誰もが安心して暮らせ、心ゆたかで生きがい

のある福祉のまちづくり』です。 
今回も私達は【親子クッキー教室】を開催、地域のみなさんとの触れ合いを図りました。 
｢昨年やって楽しかったから｣と参加してくださった親子、初挑戦の親子、みんなの顔は真

剣そのもの！ 最後には出来上がったクッキーを笑顔でもらっていきました。 
販売コーナーではお菓子やケーキ、10 円コーヒーを買い求める人でいっぱいになりました。 
当日販売のお手伝いをして下さったボランティアの皆様、どうもありがとうございました。 
朝早くからの準備は大変でしたが、とても有意義な一日でした。 

   

 

 

 

 
 

 

《 夢のサーカス ＤＲＡＬＩＯＮ 体験 》 
  

㈱サンスタッフ様（㈱豊田自動織機グループ）よりチケットを寄贈していただきました。 

そして待望の名古屋公演に 12月 2日（日）みんなで行ってきました！ 

人間業とは思えないような曲芸の数々、驚きと、スリルと美しさのプロの技に見入って

いました。手に入れようとしてもなかなか手に入らないチケットだということを後で聞

き、感謝！感謝！の一日でした。 

有難うございました。又よろしくお願いします。 
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パンドラ笑顔いっぱいのクリスマス 
 

今年のクリスマスケーキ、イチオシはなんといっても｢プレミアムケーキ｣！ 

チョコレートは本場ベルギーのクーベルチュールチョコレート、パッケージにも 

こだわった自信作となり、お客様にも大変好評でした。 

 

クリスマスイブの 24 日は、作業員のみんなが自分達のケーキ作りをしました。 

年末の忙しい時期をみんな一丸となって乗り越えた分、 

この時間はとても楽しいひとときになりました。 
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冬の交通安全クッキー 
 

㈱豊田自動織機様、㈱デンソー様、 

デンソーエレックス㈱様（今回より初めての 

ご注文）より、冬の交通安全クッキーのご注文 

をいただきました。 

期日を守り、無事納品させていただきました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

大口のご注文ありがとうございます 

 
企業様の社会貢献が定着しつつあります。今後とも宜しくお願いします。 

・ エームサービス株式会社様 
（ソニー ホッケー部用としてクッキーのご注文頂きました。） 

・フォナックスグループ様 

（今年もお歳暮として菓子詰め合わせをご注文頂きました。） 

 

 

 

上記のクッキーを期日に納品出来るのも、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

協力いただいているからと感謝しています。ありがとうございます。 

交通安全を願いながら、 

一つ一つ心を込めて作らせて頂いています。 
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・ アイシン精機株式会社様 
（初めてのお中元に続き、お歳暮のご注文頂きました。） 

・愛知県バレーボール協会様 

（デンソーエアリービーズ・トヨタ車体クインシーズ用としてクッキーのご注文頂き

ました。） 
 

個人賛助会員ありがとうございました。 (順不同) 

長坂 清司様  岡田 由美子様  深野 アヤ美様  山口 一行様  新川 ゆかり様 
 

ご寄付ありがとうございました。 (順不同) 

岩崎 智様  トヨタ紡織㈱ 職長会様  サークルＫ 昭和店様  宮地 一郎様  

アイシン精機㈱ 部長会課長会様 

 

■ 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。   
 

● バザーや販売で忙しくなり、秋の会報が発行できなかったことをお詫び申し上げます。 
 
● 3・４ページにわたり一部社名の敬称が抜けておりましたことをお詫び申し上げます。       


