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■第４4 号内容■ 200９年 7 月２１日発刊 

● 不況を乗り切ろう！ 

● 経済産業省｢全国ソーシャルビジネス５５選｣選定 

      ● 就労支援事業、おあしすファーム 報告 

      ● 新メンバー紹介、総会のお知らせ 

● 新パンドラ号誕生、沖縄旅行 
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「パンドラもこの不況を乗り切ろう！！」 
 昨年 10 月からの世界経済の急激な悪化に伴い、パンドラも大きな影響を受け、4 月・5 月は、

かなりの減収を余儀なくされました。販売の低迷に依り、仕事量が減ることが一番堪えます。

午前中で予定していた仕事がすべて終わってしまう時も多々あり、そんな時は、作業員の一部

は帰宅してもらいますが、中には早い時間に帰宅すると不都合が生じる人もいます。そんな方

には、作業場で待機していただくことになります。リストラはしないものの、仕事時間が経る

ことに伴い、収入は減っています。勿論、職員も残業を避け人件費の削減に協力してもらって

います。光熱費削減のエコ活動、仕入れの見直し、在庫の圧縮等、できる限り経費削減に努力

しています。いまどこの企業も、生き残るために必死です。大企業でも貯えがある所は、持ち

こたえることが出来るかもしれませんが、中小を含め、貯えのない所は持ちこたえることが非

常に厳しくなって来ていますこの不況がいつ終わりを迎えるのか、全く見通しがたたない事態

に陥っています。 
「おかし工房パンドラ」も、自動車製造業に直接かかわっているわけではありませんが、自動

車関連企業様に深く恩恵を受けていて、その影響は、かなり大きなものがあります。トヨタ関

連企業様で働く人が多いこの地域では、当然、財布のひもも固くなり、学校バザーでの売れ行

きはかなり落ち込んでいます。 
私達は、仕方がないと諦める訳にはいきません。安価で見栄えの良い贈答品の箱を探したり、

今まで以上に商品開発に力を入れています。アイデア企画を取り入れ、皆既日食をイメージし

たマドレーヌの販売なども行い、予定数 100 セット完売しました。（マドレーヌを皆既日食の

様子を表しました。） 
パンドラで働く人やその家族にも、今おかれている現状の重大さを感じてもらいたいと思って

います。皆が一丸になって知恵を出し合い、この不況を乗り切らなくては、明るい未来はやっ

てこないように思います。パンドラを支えて頂いている企業さんは、大変な努力をしています。

私達も、企業さんに負けない様に努力していかなくてはならないと思います。 
障がい者雇用に関しての自立支援助成金は、少しアップしましたが十分とは言えません。助

成金に頼った経営は、パンドラには似合わないと思います。やはり自分たちで稼ぐことが増収

に繋がり、何より活気が生まれます。仕事がないことは大変辛いことです。作業員の手持無沙

汰な、状態を見ていると、私は心が痛みます。彼らは仕事が好きです。一生懸命仕事をします。

もっと沢山お菓子を売って、忙しく働いてもらいたいと思っています。それには、この不況下

でも売れる商品を開発し、新しい市場に打って出ないといけないと感じています。来年もパン

ドラで働きたいと希望している養護学校の生徒さんもいます。その方に良いお返事が出来るよ

う、知恵を出し、もっとお菓子を売っていきたいと考えます。私や職員は営業に力を発揮し、

眼を皿のようにして情報を集め、パンドラの商品の売り込みに全力をあげます。 
皆様方の中で、良い情報がありましたら是非ご一報ください。 

代表理事 岡部扶美子 
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経済産業省「全国ソーシャルビジネス 55 選」選定 

 

○ ソーシャルビジネス全国フォーラム・感謝状贈呈式 

３月 19 日(木)，「ソーシャルビジネス全国フォーラム」が TOC 有

明コンベンションホール（東京都江東区）で開催され，岡部・杉浦・ 

水鳥・深見の 4名が出席しました。 

午前はデフタ・パートナーズグループ会長・原 丈人氏の特別講演「公

益資本主義と新産業創生」と、4 名のパネリストによるトークセッショ

ン、午後はビジネスモデルや経営ノウハウ、パートナーシップについて

の分科会で、ソーシャルビジネスについて様々なお話を聴きました。 
ぱれっと理事・谷口 奈保子氏をはじめ、まさに雲の上におられるよ

うな方々のお話をお聴きすることができ、大変光栄でした。また、イー

エルダー理事長・鈴木 政孝氏の「NPO だって儲けていいんです。その

ためには、経営者は死ぬほど勉強してください」というお言葉は、強烈に印象に残りました。 
 その後、「ソーシャルビジネス 55 選」感謝状贈呈式、クロージングセッションと続き、さらに交

流会にも出席させていただいて、大変有意義な一日が終わりました。 
 パンドラに入ってからわずか 1 ヶ月で、まだ右も左もよくわかっていないながらも、「ボクも何か

しなくては」という情熱とエネルギーを与えられたような気がしました。 
 感謝状と楯は、お店に飾ってあります。ご来店の際は、ぜひご覧になってください。 
 
○ 「全国ソーシャルビジネス 55 選」受賞記念パーティー 

 この｢全国ソーシャルビジネス 55 選」の受賞記念パ

ーティーを、４月 21 日(木）に刈谷市民会館まつの間

にて開催しました。 

 来賓祝辞、代表理事岡部の挨拶に続いて、河原さん

の音頭で乾杯し、食事・歓談となりました。 

 そして白子さん親子によるライブ演奏、パンドラダ

ンサーズのダンス披露を楽しみ、2時間のパーティーは

終わりました。 

 当日はあいにくの雨模様でしたが、お忙しい中、大勢の皆様にご出席いただきました。また、

お祝いも多数頂戴いたしました。 

 こうして多くの皆様が集まり、支えてくださることが、パンドラの会にとってかけがえのな

い大きな力になっていると、改めて感じました。この紙面をお借りして、厚く御礼申し上げま

す。           （ 深見 ） 
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刈谷市委託知的障がい者就労支援事業 

昨年 9月に刈谷市からの委託事業として、知的障害者就労支援事業を受けてから 10 ヶ月が経とう

としています。今回は主に新たに就労支援が始まった方の事例を書かせていただきます。 

Ｎさん（31 歳）は軽度の知的障害者である。養護学校を卒業後、11 年間同じ職場に勤めていたが、

平成 18 年 12 月に退職。アルバイト生活を送っていたが、以前のように正社員で働きたいと思い、6

月 9 日市役所の担当者と共にパンドラへ来る。 

 まず問題点として挙げられたのは生活面の不規則、不衛生ということである。就労支援以前に生

活支援が必要と判断し、刈谷市社会福祉協議会と連携して 6月 16 日より実際の支援が始まった。 

 求人情報誌を持ってパンドラへやってくるほど熱心であったため、メガマート刈谷店に直接連絡

を取ってみたところ、面接日が決定。その結果 3 ヶ月の試用期間ありで採用となり、現在一日 4 時

間、週 5 日のペースで働いている。今後も就労先の意向と本人の意思の把握に務めるなど、フォロ

ーアップが必要となる。 

 Ｍ君 6月 1日より㈱エイデンに就職。 

  今回の事例では仕事がしたくてもどこへ相談に行けばよいのか分からず、悩んでいる方は大勢

いるように感じました。本当に支援の必要な人に情報が届いていないこともあります。始めて会っ

た時の「仕事したいのにどうしよう・・・」という表情を見て、私達も出来る限りの支援をしなく

ては、と思いますし、仕事が決まった時のうれしそうな表情を見れば、「やってよかった」と次への

励みにもなります。 

また、就労支援と生活支援は密接に関係しているということも感じました。市役所や社会福祉協

議会との情報交換や、情報を共有することで彼をより理解することにつながり、よりよい支援にも

繫がっていくのではないかと思います。今後も一人一人にあった支援をしていきたいと思います。                        

                                 （担当：水鳥） 

 

刈谷ハイウエイオアシス「おあしすファーム」で販売開始 

前号（No.43）でお知らせしました、刈谷ハイウェイオアシスの産直市場「おあしすファー

ム」での販売が４月から始まりました。パウンドケーキ 3種、マドレーヌ、クッキー6種を常

設販売しています。また、毎月 1回、冷蔵ケースをお借りしてイベント試食販売を開催し、４・

５月はチーズケーキ、６・７月はプリンを販売しました。 

他業者の商品に比べ価格の割高感が否めないことから、毎週末に店頭で試食を行ってＰＲに

努めた結果、４月の売上は 49万円と、大変好調なスタートを切ることができました。その後

５月は 33万円、６月は 28万円と、金額としては落ち着いた感があります。それでも、パウン

ドケーキのオレンジとフルーツが毎月 40本ずつは売れており、やはりおいしさを認めていた

だけたものと、嬉しく思っています。 

次のイベント試食販売は、８月１日(土)９時から、プリンを販売します。ぜひお越しくださ

い。お待ちいたしております。     （ 深見 ） 
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日 時： 平成２１年８月２１日（金）１５：００～ （受付１４：３０より） 
場 所： 心身障害者福祉会館 ３階会議室                 
 

 

パンドラ新メンバー紹介 
 ４月１日より入所 

 石川智輝 くん（作業員）       佐藤さとみ さん（作業員） 

          

         

      

 
平成 21 年度入所式 ・ 花見 

４月１日(水)、ＮＰＯ法人パンドラの会 入所式が行われました。 

【 平成 21年度 ＮＰＯ法人パンドラの会 構成 】 

＊ 作業員 14 名 

＊ 理事 2 名 

＊ 正規職員 3 名 

＊ パート職員 3 名 

＊ 税理士 1 名 

＊ その他： 季節ボランティアさん 

販売・製造補助ボランティアさん 

入所式の後は、恒例のお花見で亀城公園へ。 

穏やかな春の陽気に誘われて、桜も満開！ 

おいしいお花見弁当を食べた後、グループで公園内

を散策し、楽しいひとときを過ごしました。 

 

 

２００9 年度 定時総会開催 

 ８月２1 日（金）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。 

 
 
 
 
 

洋菓子製造と清掃がしたいです。 

一般就職はトヨタショックで 

大変困難ですが、できるように 

頑張ります。 

都合により7月末に退所 
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新たなパンドラ号が誕生予定☆ 
平成 21 年度赤い羽根共同募金受配事業の申請が受理され、新車アトレーワゴンの購入を予定して

います。現在は、平成 15 年に同じく配分金で購入したアトレーワゴン、そして大型ハイエースワゴン（10

人乗り）の 2 台を使用しています。しかし事業拡大に伴い、販売や納品がほぼ毎日の頻度となり、それ

に就労支援や営業なども重なると、到底 2 台ではやっていけないという状況になってきています。 

赤い羽根共同募金受配金は総費用の４分の3と定められており、今回の配分決定金額は100万と決定

されました。残りの自己負担額である約 50 万の資金繰りを考えていたところ、㈱CSK ホールディン

グス様より、偶然にも「50 万寄付したい」という旨の一報が飛び込んできたのです。 

一度見学にみえたことがあり、事情を聞けば、それは『社会貢献として寄付させていただく団体を探して

いた』 とのことでした。そして見学したいくつかの団体の中でも、パンドラの会はずば抜けて素晴らしか

ったとのお褒めの言葉をいただき、驚きと喜びで飛び上がる思いでした。対応した岡部の話、厨房での

作業風景、どちらもありまのままのものだったと思います。その飾らない本当のパンドラが、このような結

果となって表れたことはとても名誉なことだと感じました。 

そして、このような形でパンドラの会を支えてくださる方々への感謝の気持ちを忘れず、また気を引き締

めて頑張っていきたいと思います。 

新パンドラ号は今年の夏に誕生します。さらに活動範囲の広がるパンドラを期待して下さい。（原田） 

 

 

 

 

5 月 13 日(水)から 15日(金)まで、2泊 3日で沖縄旅行に行ってきました。 

1日目、慣れない飛行機にわくわくドキドキ。あっという

間に空の旅が終わるとそこは楽園沖縄でした。現地では観

光バスを 1 台貸し切っての移動です。みんなのテンション

も一気に上がり、まず最初に向かったのは東南植物楽園。

沖縄食材を使ったランチブッフェを堪能した後は、班ごと

に園内散策。普段見ることのできない植物に感動と興奮で

した。その後、海中道路を通ってホテル「ザ・ビーチタワ

ー沖縄」に到着。宴会場でおいしい夕食を満喫するととも

に、毎年恒例のジェスチャー伝言ゲームや初の試みの二

人羽織で盛り上がりました。 

2日目は琉球村・美ら海水族館・フルーツランド、ネ

オパーク沖縄、万座毛とあちこち回るハードスケジュー

ル。この日みんなが一番楽しみにしていたのは何といっ

ても「美ら海水族館」。あの有名なジンベイザメやマン

パンドラ旅行 ～In 沖縄 
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タにこれまた大興奮！何時間でも眺めていたいほどきれいで、楽しかったです。 

3日目はまず首里城に向かいました。沖縄に行って首里城を見ずには帰れませんよね・・・。

ということで、もちろん門の前で記念写真を取りました。そし

て最後の観光地は沖縄ワールドです。沖縄の伝統芸能である「エ

イサー」の迫力に圧巻。また、東洋一美しい大鍾乳洞では神秘

の世界を味わうことができました。 

初夏の爽やかな晴天に恵まれた、あっという間の 3 日間でし

たが、それに負けないぐらいのみんなの笑顔がとても素敵で、

またひとつパンドラの思い出が増えました♪♪ 

 

 

7 月 22 日（水）の 11時をピークに全国で部分日食が見られました。パンドラではそれに先駆け、

皆既日食を表現したマドレーヌに日食グラスを付けた、その名もミラクルセットを 100

個限定で販売しました。「発想が面白い」となかなかの評判で、トヨタ系企業様のご協力もあり、

無事完売しました。当日はパン

ドラでも作業の手を止め、みん

なで日食観察をしました。短い

時間でしたが、雲の切れ間から

はっきりと部分日食の様子が

観察することができ、みんな大

満足でした。 

大口のご注文ありがとうございます 
不景気の中、大口のご注文に感謝いたします。 
心を込めてご用意させていただきますので今後とも宜しくお願いします。 

・ アイシン精機株式会社様 
（株主総会用手土産として菓子詰合せ 300 箱ご注文頂きました。） 

・ 東海労働金庫様 
（菓子詰合せ 210 箱ご注文頂きました。 

・ キムラユニティー株式会社様 
（株主総会用手土産として菓子詰合せ 250 箱ご注文頂きました。） 

あ！ 

お月さんみ

たい・・・。 
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・ フォナックス株式会社様 
（お中元セット 492 箱ご注文頂きました。） 

・ 愛知県立岡崎養護学校様 
（先生方よりケーキのご注文をたくさん頂きました。） 

・ 丸竹コーポレーション株式会社様 
（菓子詰合せ 10 箱を 5 回に分けてご注文頂きました。） 

 
賛助会員ありがとうございました。(順不同) 

野々山様  矢田部寿子様  松下昌子様  坂倉清子様  大平克彦様  内寿郎様  神谷和光様 

守新生様  藪中晶子様  大村陽子様  丸竹コーポレーション㈱様  白子澄子様  久保田好明様 

畠山勉様  ㈱ビレッジ開発様  手嶋美子様 十鳥美千代様 

運営会員ありがとうございました。(順不同) 

野畑千榮様  牧野清光様 

ご寄付ありがとうございました。(順不同) 

㈱デンソー様（マッチングギフト寄付） 山田竜一郎様  サークル K 昭和店様  Be with 農園様 

山田鈴也様  吉川文子様 

 
● ソーシャルビジネス５５選受賞記念パーティーにて ● 

ご寄付・お祝いをありがとうございました。 (順不同) 

山口一雄様  坂倉清子様  ㈱愛起様  ㈱ビレッジ開発 代表取締役 下村様  河原朗治様  高井邦彦様  

長谷川様  矢形弘子様  河出美千子様  赤川朋子様 刈谷手をつなぐ育成会様  近藤弘和様 服部功様   

祝電ありがとうございました。 

衆議院議員 大村秀章様 

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  ㈱デンソー様  刈谷糖業様  極東食品㈱様  ㈱愛起様  ㈱きくや様 

■ 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。   


