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■第４１号内容■ 2008 年 11 月 17 日発刊 

●コミュニティービジネス移転で見えてきたこと 

●新メンバー紹介  

●刈谷市民総踊り初参加＆秋の収穫祭 

●福祉健康フェスティバル＆バザー予定 

                                                                   

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 1 丁目５番地 4 

                                    ＴＥＬ  0566-25-3012 

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

E-Mail      opandora@katch.ne.jp   

パンドラつうしん 
                 ＮＯ．４１ 
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＜コミュニティビジネス移転事業で見えてきたこと＞ 
基本的人権・働く場の確保 
コミュニティービジネスのモデルとして選ばれてから、いろいろなところから注目を集め、各方面から問い合わ

せや、講演の依頼が来ています。そして、障がい者に月平均 5 万円の給料を支払っている事業所ということで、も

てはやされていますが実際は、決して楽ではありませんし、成功しているとは言えないと思っています。パンドラ

が抱えている一番大きな問題は、働きたいと希望する障がい者方が増えてきている一方で、その方々を受け入れる

ことが困難になっていることです。以前から働いている方の脳率が上がり、生産性が上がって来た為、これ以上人

が増えると全員に仕事が行き渡らなくなり、手持無沙汰な人が出てきます。時には、就労時間より早く終業する日

が発生してきます。熟練した障がい者を、一般企業へ就労移行を進めなくてはいけない事態に直面しているのです。

今までに、２人の就労移行はしていますがその後はなかなか進みません。その原因は、パンドラで働くほとんどの

人が企業への就労は難しいのと、本人・家族が企業への就労を望んでいないのが現実です。 

刈谷市の障害者自立支援会議の就労支援部会でも、各施設から出てきていた話です。パンドラは、この部会の承

認と市の判断で、9 月から、刈谷市独自の就労支援事業をパンドラに委託していただき、活動を行っていますが、

市民便りや、個別メールでのお知らせをしているにもかかわらず、まだ一件も就労支援を希望する障がい者が、パ

ンドラ以外からは出てこないのです。この事実は、国の指針と当の本人、家族との大きなギャップがある様な気が

します。長い間、社会が障がい者を締め出してきた歴史がこのギャップを生みだしている一因でもあると思います。    

知的障がい者に対し「何もできない人・何か危険性がある人・やっかいな手間のかかる人」のレッテルで、理解

を示そうとしない企業が多く存在したこと、生産現場での機械化が進み単純作業が無くなってしまったこと、そし

て行政側が本気で考えてこなかったことも、大きな原因ではないかと思われます。 

「家庭で障がい者を閉じ込めるわけにはいかない」ということで、障がい者やその家族が、「作業所」という福祉

的就労の場を求め、呼応するように多くの授産施設や小規模作業所が全国にできました。ここでは、働ける人も、

重い障がいの為にハードに働けない人も、同じ環境の中で、行き場だけを確保しなくてはいけなかったのです。そ

の時代が長すぎたように思われます。 

今、福祉の現場でやらねばならないことは、働ける人とハードに働けない方との住みわけではないかと思います。

これは差別ではなく、その人に会った職場の確保ではないでしょうか？重い障がいの方は、ゆったりとした中での

働く場所が必要です。しかしそうではない方は、ハードに働けるように思います。その住みわけについて親たちも

理解を示さないと、障がい者を取り巻く社会は変わっていかないように思います。 
障害者自立支援法が施行され、今までとは打って変わったように、作業所の工賃アップといって各地で、中小企

業診断士などを国や県が派遣し、少しでも障がい者の工賃を上げようと税金を使っています。これは、工賃の安い

障がい者から利用料徴収したことで、反発を少しでも和らげようとしているようにも見えます。そんなことで今の

体制が大きく変わるとは思えないのです。障がい者と雇用契約を結び、事業を行っているところは、全国にいくつ

かあります。そこでは、障がい者が生き生きと働いています。どうしても企業に就労できない方もいます。そんな

方々も、企業ではないけれど自分の力を発揮でき、給料がもらえ、自分が必要とされる場所が必要です。   

その為にも、NPO パンドラの会は、一人でも多くの障がい者に、生き生きと働ける場を提供し続けなくてはいけ

ないのです。歩みを止めず、今後に向けた事業のあり方をじっくり考えて行きます。                

代表理事 岡部扶美子 
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第９回定時総会の報告 

 

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した。 
当日は、出席者 34 名（表決委任者 8 名）により、平成 19 年第 9 期事業報告及び収支決算の

承認、平成 20年第 10期事業計画及び収支予算

報告、監事・理事選任、全ての案件が承認可決

されました。定時総会を無事終え、パンドラの

成長を改めて実感するとともに、これも皆様の

ご支援があってこそと心より感謝いたします。 

お忙しい中、駆けつけていただきました関係者

の方々に深くお礼申し上げます。 

 

 

パンドラ新メンバー紹介 
 

 安藤 竜一くん（作業員）8 月 21 日入所 

昭和 63年 10 月 13 日生まれの安藤竜一です。 

パンドラでマドレーヌ、クッキー、アイスボックス、ロールケーキ

が作りたいです。バターや卵など材料を計る仕事もやりたいです。 

趣味は音楽を聴くこと、エレクトーン・クラッシックギターを弾く

こと、絵の具で絵を描くことです。 

これからよろしくお願いします。 

  

笹井 学さん（作業員）9 月 1 日入所 

 はじめまして。9月からパンドラの一員として働いています。 

皆さんにとても親切にしていただいて、とてもありがたく思ってい

ます。これから頑張りますので、よろしくお願いします。 
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コミュニティビジネス キックオフ会議レポート 

7 月 30 日（水）東京霞ヶ関の経済産業省にて、地域新事業創出発展基盤促進事業（コミュニテ

ィビジネスノウハウ移転・支援事業）に係る「平成 20 年度キックオフ会議」が開かれました。こ

れは本事業に採択された全事業団体が一同に揃い、事業者ごとにプレゼンを行ったうえで、審査委

員の方々よりアドバイスをいただくというものでした。今回は代表の岡部に同行するという形で、

私も出席してきました。他の事業団体は、子育てや地域活性化、環境など、さまざまな分野にわた

り、その構想も(なるほど)と感心させられるものばかりでした。パンドラは、『企業との協働』がノ

ウハウ移転の重要なポイントの一つであり、いろいろな意見をいただきました。そして、ソーシャ

ルインパクトとして強い分野であることから、この事業に成果をだすことの大切さを実感しました。

各団体の事業内容を共有しながら、ノウハウの相互活用を模索するという大変意義のある機会とな

りました。（原田） 
 

クリスマス商戦 

2008 年も残り 2ヶ月となりました。私が入所し、早一年。パンドラで、2回目の冬を過ごそうと

しています。今、パンドラではクリスマスに向け、ケーキの試作や写真撮影をしています。 

バターや小麦の価格高騰は今も続いておりますが、クリスマス商品に関しては、価格の変更はせ

ず、去年と同じ価格で販売させていただきます。そして販売場所を一箇所でも多く増やし、一人で

も多くのお客様に召し上がっていただきたいと日々営業に励んでいます。 

クリスマスカタログは出来次第、ホームページに掲載しますので、皆様のご予約をお待ちしてお

ります。パンドラのケーキで、素敵なクリスマスをお過ごしください。（久米） 

 

職業リハビリテーションセミナー 
4 月からパンドラで働き始めてあっという間に半年が経ちました。福祉の現場を経験したことが

あるとはいえ、まだまだ勉強不足で、一人一人支援方法が異なることにやりがいを感じつつも、戸

惑うことが多い毎日を過ごしています。 
 そんな私が、今後就労支援を担当することになりました。しかし就労支援に関しては全くの素人

です。そこで、千葉県の障害者職業総合センターにて行われた「職業リハビリテーションセミナー」

に参加させていただきました。9 月 11 日から 4 日間にわたり開催された今回のセミナーでは、就

業支援に関する基礎知識や支援技法を学ぶことができました。 
実際に就労支援を行っている支援員の方の講義を受け、これからはひとつの福祉機関だけでなく、

自治体、企業、ハローワーク、他の福祉機関や地域との連携が大切であることを感じました。健常

者、障がい者の枠にとらわれない共存できる社会の実現がまだまだ課題として残されています。私

も今回学んだことを生かし、ひとりでも多くの障がい者の方が納得し、自分の能力を発揮できるよ

うな職場への就労を支援していきたいと思いました。（水鳥） 
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刈谷市民総踊りに初参加！！！ 
 

９月６日（土）刈谷市東陽町・新栄町一帯で行われた刈谷市民総踊りに、初めて参加

しました。この日はお天気も良く、多くの人で盛り上がっていました。 

 ４月からハミー先生指導の元、夏の暑い日も汗だくで練習を重ねきた、その成果を

出す時です★ 

１８時３０分からのダンスの饗宴第二部に出演。 

そしていよいよ本番！曲が始まればみんな笑顔、最後の

ポーズもビシッと決めることができました。 

観客の方からは大きな拍手と「かっこいい！！」の声援。 

ハミー先生からもお褒めの言葉を頂き、みんな大満足で

した。 

来年も是非参加したいとみんな意気込んでいます。新しいステ

ップを覚えて、成長したパンドラを皆さんにお見せできたらいいなと思っています。 

 

 

 

 

 

 

秋の収穫祭 

 

●10 月 25 日（土）アイシン精機㈱さわやかふれあいセ

ンター様主催の収穫祭が碧南市水源公園にて行われま

した。スコップを片手に隠れているサツマイモを探すの

はまるで宝探しのようでした・・☆。★。 

●10 月 28 日（火）秋晴れの日に㈱豊田自動織機様、ア

イシン精機㈱様が社会貢献活動として協働で行われている「秋の収穫祭」にご招待し

ていただきました。安城市デンパーク内の市民農園で行われ、

パンドラの他にぬくもりワークスの方々も参加されていまし

た。秋空の下、素敵な一時を過ごすことができました。沢山の

お土産もいただきました。本当にありがとうございました。 

最後の決め 

ポーズ！！ 

ダンス後、 

ハミー先生とみんな 

たくさんとれました！！ 
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☆刈谷市福祉健康フェスティバル 2008☆ 

 売上げ金額 \355,800   

10 月 5日(日)、刈谷市市民会館にて「福祉健康フェスティバル」

が開催されました。 

誰もが安心して暮らせ、心豊かで生きがいのある福祉のまちづく

りを推進することを目的とし、毎年盛大に行われています。 

私たちもケーキやクッキーをたくさん用意して出店させていただきました。用意したお菓子

は驚くほどの売れ行きでした。10円コーヒーのポットはすぐにからっぽ、親子クッキー教室に

も大勢の方が参加して頂き、大盛況でした。お客様に私たちの作ったお菓子を通して、「おかし

工房パンドラ」を知って頂き、少しでも多くの人が福祉に興味を持ってもらえればと、思って

おります。 

ご協力いただいた方々・・・本当にありがとうございました。 

 

来年の売上げ目標 \400,000 

 

バザーの予定とボランティアのお願い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 イベント 販売時間 

11 月

15・16 
土・日 刈谷地区農業まつり 9：30～15：30 

16 日 トヨタ車体イベント 10：00～15：00 

16 日 岡崎城西高校バザー 10：00～15：00 

22 土 刈谷東中学校バザー 11：00～12：00 

23 日 慈恵福祉専門学校バザー 9：00～14：00 

23 日 
アイシン精機㈱ 

西尾工場イベント 
9：30～14：00 

28 金 双葉小学校バザー 10：00～11：00 

12 月 

14 日 
日 衣浦小学校バザー 10：00～11：00 

11 月はバザーやイベント 

真っ盛り！ 

お近くの方はぜひ、遊びに来

てください。 

そして販売ボランティアさん

大募集中です！！ 

空いた時間に、お菓子販売の

お手伝いをしてみませんか？ 

美味しいお土産付ですよ～。 

お時間など相談にのらせてい

ただきますので、どうぞ 

お気軽にご連絡下さい。 

お待ちしております。 

閉会式 

「さらい」合唱 
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いよいよクリスマス・お歳暮商戦突入！ 
ケーキ屋が待ちに待った 12 月！ 

この一月がケーキ屋にとって勝負月です。パンドラも常にも増して活気

立っています。世界中が不ケーキの中、何としてでも昨年よりも売上を

伸ばそうと意気込んでいます。 

そこで、各社の販売で美味しいと評判の、「モンブラン・ノエルケーキ」

を作ってみました。 

「ブッシュ・ド・ノエル」は終わって、オバマノエルではなく・・ 

「モンブラン」です。 

ご注文は、お早めに！限定商品でーす。 

寄贈いただきました  

         ～大切に使わせていただきます～ 

ＮＰＯ法人イーパーツ様より、リコーカラープリンタを寄

贈いただきました。この団体は、情報機器を寄贈したり、シ

ンポジウムの開催を通し、非営利団体や市民活動団体の支援

を行っています。  

今年の夏、「第 9 回カラーレーザプリンタ寄贈プログラム」

に応募し、書類審査の結果、みごと寄贈団体に選ばれました。

何といっても早い・キレイ・賢い！の三拍子で、カタログや

ポップ作りに大活躍！本当に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 

出産やブライダルなど、お祝い事にパンドラの商品を使っていただくことも増えてきまし

た。心を込めてご用意させていただいておりますので、今後とも宜しくお願いします。 
 

・作田大祐様（内祝いとして菓子詰合せをご注文頂きました。） 
 
・加藤友恵様（ブライダル用菓子詰合せをご注文頂きました。磯部様にもご紹介いただ                   

き、ありがとうございます。） 
 
・豊田自動織機健康保険組合様（記念品として菓子詰合せをご注文頂きました。） 

 
・健政会様（パーティーの記念品として菓子詰合せのご注文頂きました。） 
 
・南山短期大学様（クリスマスクッキーのご注文頂きました。） 
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・豊秋奨学会様（菓子詰合せのご注文頂きました。） 
 
・東海労働金庫様（粗品として菓子詰合せ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) 

宮下千穂様  川村治子様  たんぽぽ様  塚本孝芳様  十鳥美千代様  澤山英子様 
長坂三枝子様  伊藤洋子様  小山隆博様  野村裕子様  神谷芳磨様  河原朗治様 
渡邉治様  籔中晶子様  大村陽子様  池田慎吾様  深野アヤ美様  池田章二様 
小山忠夫様  高橋清美様  堀尾光男様  小山広志様  上東章様  鈴木宜代子様 
岡田圭介様  池田敏博様  池内映子様  酒井ハマエ様  小森義史様  小田修司様 
山田裕一様  鳥居好孝様  作田大祐様・小夜子様  神谷雅宏様・聡子様  
外山蔦江様  中村はるみ様  市野浩章様  作田かずみ様  角山千枝子様  
作田一博様  塚本敏治様  菅原とし子様  ㈱クイックス様  NPO 法人かた～ら様 
㈱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) 

藤井清司様  神谷隆也様  西谷泰治様  川崎泰子様  中島由恵様  山本幸江様 
望月光三様 

ご寄付ありがとうございました。(順不同) 

舘林美希様  サークルＫ昭和店様  ㈱愛起様  川口清司様  熱田茂樹様  吉本定様  

■ 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。   


