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■第４０号内容■ 2008 年 8 月 9 日発刊 

●経済産業省 地域新事業創出発展基盤事業者に選ばれる 

●２００８年度定時総会のお知らせ 

●バーベキュー、エコトピア、咲かそうひまわり 

●パンドラ旅行～in 宝塚＆USJ  

●夏の新商品  
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経済産業省 地域新事業創出発展基盤促進事業者 
に選ばれる！ 
経済産業省が募集した平成 20 年度「地域新事業創出発展基盤促進事業」の「ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽﾉｳﾊｳ

移転・支援事業」に「ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ」様の勧めで応募したところ、私たちが運営する事業

内容が予想に反して選ばれました。この事業は、経済産業省が初めて行う事業で、全国からｺﾐｭﾆﾃｨ

ﾋﾞｼﾞﾈｽのモデルケースを選び出し、広げていくために補助金を出すという補助事業です。応募件数

は明らかではありませんが、全国で 12 団体が選ばれました。ビジネスのモデルケースとして、経

済産業省で選ばれたことに感動し、自信がつきました。 
平成 20 年 7 月 30 日、採択されたｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ事業者が、東京の「霞が関」で一同に会し、キッ

クオフ会議が行われました。各事業者ごとにプレゼンがあり、その後、各委員から貴重なアドバイ

スを受けました。事業はさまざまな分野に広がっていましたが、障がい者事業者は私たちの NPO
法人一法人のみだったことには驚きです。１０分間のプレゼンで、事業内容を明確に伝えるのは非

常に難しいと感じましたが、よい経験になりました。どの事業も地域に密着していて、事業性も高

く、創造性にとんだ内容で、ただただ関心して聴くことができました。 
ＮＰＯコミュニティビジネスサポートセンターのホームページには、「コミュニティビジネスと

は、市民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの手法により解決し、またコミュニティの

再生を通じて、その活動の利益を地域に還元するという事業のことの総称です。」とあります。一

言で言うと、「地域性・社会性+事業性・自立性」を伴った地域事業のことです。 
国はコミュニティビジネスに期待しています。そしてこの理念、活動を地域に拡め、それぞれの

地域でその地域にあったビジネス展開を図っていこうと考えているようです。今までは、利益追求

と拡大を最優先に考えたビジネスが主流でしたが、それが生み出したものはいったい何だったので

しょうか？この弊害の一つが格差社会そのもののようにも感じます。この頃やっとそのことに皆が

気づき始めたようです。地域社会の中で、自分達にあった充実したライフワークをつくり上げてい

くことが望まれていると考えます。 
コミュニティビジネスの大切な要素には、柔軟な発想、地域のネットワーク、補助金に頼らない

事業性の確保、事業の継続が挙げられています。私たちパンドラの会は知らず知らずのうちにこれ

らを持ち合わせていました。全国的にも数少ないパンドラのコミュニティビジネスのノウハウを、

それぞれの事業所にあったように拡めて行きたいと考えています。そして一人でも多くの障がい者

が、自立した生活を送れるようになればよいと考えます。 
本年度、刈谷市から知的障害者就労支援事業を委託されるなど、「おかし工房パンドラ」以外の

事業を同時進行で行うこととなり、今まで以上に忙しくなりそうです。これは、NPO 法人パンド

ラの会が行ってきたことが、間違っていなかったことの証明だと感じています。 
私たち NPO 法人は、これからも、まっすぐ前を向いてみんなで歩いてゆきたいと思っています。

代表理事 岡部扶美子 
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２００8 年度 定時総会開催 

 ８月２３日（土）心身障害者福祉会館にて定時総会を開催します。 

詳細は下記の通りです。運営会員、賛助会員の皆様、是非ご参加下さい。 

 
 
 
 
 

グループホーム勉強会開催 
グループホームは、障がいのある人が地域でふつうの生活をするために必要な支援を行う場

であり、社会との関わりをもつことで、経験を増やし、成長、自立していく効果があります。

これまで親亡き後は、入所施設が主流でありましたが、家族にとっても抱え込みの負担から開

放されるという点で、これからはグループホームが入所施設に取って代わるといわれています。 
グループホームはでは、炊事、洗濯、身の回りのことも、自分たちで協力し合って生活しなけ

ればなりませんし、職場では気の合う仲間でも、ライフスタイルまでは一緒とは限りません。

同居する方々の年代や性格によって不適応行動を起こすこともあるそうです。 
パンドラで働く作業員も今は各々自宅から通勤していますが、いつか親元から離れなければ

ならない日がきます。今回は、親のみが「グループホームとはどのようなものなのか」を学ぶ

べく、NPO 法人「金曜グループ」の代表田嶋様をお招きし、グループホームの内容や利用者の

様子、心の準備等をゆっくりお聞きしました。 
さまざまな疑問、不安、課題が残る会議となりましたが、まじかに迫ったわが子の将来を考え

るとどの親御さんも真剣でした。我々職員も、障がいのある方々が、社会との関わりを持ちな

がら、自立した大人としての生活を支援していくことの大切さを改めて実感しました。 

夏 バーベキュー＆宿泊 
8 月 2 日、刈谷市の洲原ロッジでバーベキューを行いました。

ボランティアの親御さんが、準備してくれたバーべキュウを頬

張り、大満足！お肉をいっぱい用意しましが、あっという間に

なくなりました。やはり野菜より、肉が一番！  
バーベキューの後は、花火です！！少し大きい打ち上花火や、

ロケット花火、線香花火などいろんな花火を楽しみました。 
その日の夜は、洲原ロッジにお泊まり。これは将来グループホームな

ど、施設での生活を考え、自宅以外で泊まる練習を兼ねたものです。

みんな協力し合い、入浴や就寝の準備をしました。 

 
日 時： 平成２０年８月２３日（土）１０：００～ （受付９：３０～） 
場 所： 心身障害者福祉会館 ３階会議室                 
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わくわく楽しいエコトピア 
 
５月３１日、アイシン精機㈱半田工場エコトピアにて行われたイベントに参加しました。工場から

出る廃棄物を再利用してつくられた農場＝エコトピアにローゼルの苗を植え、自然とのふれあいを

楽しみました。他にもカントリーダンスの披露、クイズなどの企画があり、あっという間の一日で

した。参加者はパンドラの他に、「安城まちの学校」「車椅子の 42.195ｋｍアスリート」の方々がみ

え、自然とのふれあいだけでなく、人とのふれあいもあり、すてきな思い出になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪第 11 回咲かそうひまわり感謝祭≫  
  

 

７月２７日、碧南の水源公園にて「咲かそうひまわり感謝祭」に参加しました。 

「咲かそうひまわり」は、元アイシン精機㈱の河原さんが、１０年前地域住民と碧南市の水源

公園内にあった雑草畑を「ひまわり畑」に変身させた事業です。 

感謝祭は、「ひまわりの花」が満開になる頃、野外コンサートや、ダンス、花火、などが模

様され、採りたてのスイカやトウモロコシ、ジャガイモなどのごちそうガが用意されます。 

まぶしい日差しと暑さの中でしたが、楽し 

い時間を過ごすことができました。 

  

私たちのこの日いちばんの見せどころは「お 

しりかじり虫」のダンス披露です。真っ黒の衣 

装と頭にはかわいい触角をつけ、おしりふりふり♪♪ 

 

観客のみなさんが盛り上げてくださり、「アンコール！！」 

もでました。会場が一体になって２回目のダンス～ 

本当に楽しかったです。元気に咲くひまわりに負けない 

ように私たちも頑張らなければ、と思いました。 
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 6 月 8日（日）、9日（月）の一泊二日で、 

宝塚＆ＵＳＪに行ってきました。 

一日目は、宝塚大劇場で劇と、歌と、踊りを観て、 

みんな感動と驚いた様子でした。特に二部の 

レビューでは、華やかな衣装、華麗なステップ、 

素敵な歌声と今まで観たことのない世界でした。 

観劇後は神戸に足を運び、「神戸モザイク」を散策。 

神戸ポートタワーを背に写真を撮ったり、お洒落な 

カフェでお茶をしたり、ウィンドーショッピングを 

したり、みんな神戸の街を満喫しました。 

宿泊は、神戸市内から近い有馬温泉の             

「兵衛 向陽閣」。とても大きな旅館で、                  

自分の部屋へ戻る時、迷子になっちゃいそ

う。温泉は、金泉（茶褐色）と銀泉（無色）

の二種類のお湯があり、みんな二つの温泉

に入り、つるつるお肌になりました。夜は

大宴会です。ジェスチャーゲームや、お絵

かきゲームをして、大盛り上がりでした。 

二日目は、みんなが一番楽しみにしていたユニバーサルスタジオジャパンです！！ 

グループごとに行きたいアトラクションを決め、効率良く回ろうという作戦でしたが、 

この日は来客数が多く、人気のアトラクションは二時間待ちでした。でもこんな時は、

パレードを観たり、ショーを観たりして、うまく時間を使い楽しみました。 

梅雨の時期の旅行でしたが、二日間天候にも恵まれ、宝塚・温泉・USJ と盛り沢山な 

旅行でした。 

 

 

 

 

 

 

 

パンドラ旅行 ～In 宝塚＆ＵＳＪ 
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＜パンドラ 夏の新商品！！＞ 
  

今年、初めて贈答品用にフルーツゼリーを発売しました。 

「洋菓子フォーレ」店主の杉浦様にご指導頂き、100％のジュ 

ースと果肉を使用したゼリーは、オレンジ・白桃・葡萄・林檎・ 

梅・ローゼルの 6種類。中でもローゼルは、ローゼルの会の 

高井様との協同によるもので、パンドラのオリジナルの商品で 

す。商品になるまで試行錯誤の毎日でした。苦労した甲斐あっ 

て、お客様からご好評をいただきました。 

 来年の夏は是非ご注文下さい。 

 

夏の交通安全クッキー無事納品 
 

㈱豊田自動織機様、㈱デンソー様、 

デンソーエレックス㈱様より、夏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。 

㈱デンソー ボランティア 松岡さん 

踏み台制作ありがとうございました 

パンドラで働く方々の多くは、作業台が高くて作業がやりに

くかったのですが、6月の土曜日に休日を返上し、材料費も自

前で便利な踏み台を４台も作っていただきました。これには

大変感謝しています。作業効率も良くなり、何より体がとて

も楽になりました。松岡さんありがとうございました。 

 

 

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」様と賛助会員である山口様ご一家他、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。いつもありがとうございます！ 
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こんなご寄付いただきました  

～ありがとうございます。大切に使わせていただきます～ 

★ 「アイシン精機㈱の MACK 様」より、パソコンの購入費

用として 15万円をご寄付いただき、DELL（Windows XP）を 2台

購入させていただきました。（総額 14万 8 千円） 

パソコンは経理や HP、お菓子のポップ作成など、無くてはなら

ないものですが、古くなってきたパソコンに不便を感じること

が多々ありました。新調させていただいたお陰で、よりスムー

ズに、より快適に仕事ができるようになりました。ありがとう

ございました。 

 

★ 「デンソーはあとふる基金」様より、シーラーの購入

費用として、244,440 円をご寄付いただきました。 

「デンソーはあとふる基金」とは・・・株デンソーグループの

従業員さんが任意に毎回の給与から一口100円を継続的に天引

き拠出、あるいは随時に現金を拠出したものです。集まった資

金は拠出している従業員さんらが推薦する NPO・ボランティア

団体や自然災害発生時の義援金などに役立てられているそう

です。ご寄付いただいた㈱デンソーグループの皆様、ありがとうございました。 

 

★ 以前パンドラでの仲間だった吉川文子（旧姓 林）さんが、事務所用

ロッカーを寄贈して下さいました。職員の増員に対応可能な８人用ロッカー

（約 5万円）で、サイズも丁度良く、とても快適に使っています。 

大切に使わせていただきます。文ちゃんどうもありがとう。 

 

  

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。 

・ アイシン精機株式会社様 

（６月にアイシン精機㈱様の株主総会の手土産品 
７月には夏季贈答品として、それぞれ菓子詰合せのご注文頂きました。） 
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・ キムラユニティ株式会社様 

（キムラユニティー㈱様の株主総会手土産品として菓子詰合せをご注文頂きました。） 

・ フォナックスグループ様 

（フォナックス㈱様、アパートネットワーク㈱様、ブイトラスト㈱様） 
（お中元として菓子詰合せをご注文頂きました。） 

・ 株式会社デンソー 技研センター様 
（社長賞受賞記念品としてクッキーのご注文頂きました。） 

賛助会員ありがとうございました。(順不同) 

㈱ビレッジ開発様 NPO 愛知ネット様 内寿郎様 大平克彦様 矢田部寿子様 信千佳子様 
白子澄子様 鈴木千鶴様 後藤千恵子様 中島義則様 手嶋美子様 石川里美様  

運営会員ありがとうございました。(順不同) 牧野清光様 野畑千榮様 

ご寄付ありがとうございました。サークルＫ昭和店様 

■ 賛助会員を募集しています ■ 

現在「NPO パンドラの会」賛助会員の皆様、 

今年度も継続会員としてご登録いただきますようお願いします。 

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。   


