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■第４５号内容■ 200９年 11 月 6 日発刊 

● 働く事への挑戦 

● 就労支援事業、おあしすファーム 報告 

      ● 実習生受け入れ、定時総会 報告 

      ● 寄贈いただきました 

● パンドライベントニュース 

                                                                

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.４５ 

2009.10.31 さかそうひまわり（芋掘り） 
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【働く事への挑戦】 
 
「経済産業省全国ソーシャルビジネス 55 選」に選ばれてから、全国から講演依頼が舞い込んでく

ることが多くなりました。このことは反面、当法人のようにソーシャルビジネスとして福祉事業を

行なっている所が、とても少ないことを物語っている事になりますが、少ない事業所の中にも先駆

的な事業を行ってる事業所もあります。講演依頼やパネラーとして参加する機会が多くなれば、結

果として、いろいろな方々交流を持ち、意見交換、情報交換が出来るようになりました。最近お会

いした中で印象に残るのが、豊橋の社会福祉法人 豊生ら・ばるかです。ここの常務理事である夏

目浩二さんは、発想が豊かで行動力のある方です。以前は設計の仕事をされていたようですが、思

う事があって障がい者と一緒にパンを作る事業を始めましたが、当初は事業がうまくいかず、自分

の財産を投げ出しても障がい者の方に最低賃金を支払っていたそうです。「世の中捨てたもんでは

ないな」と感銘を受けました。障がい者とは全く無縁だった若者が、今では多くの障がい者を支え、

自立へと導いている事に感動しました。彼が NPO 法人パンドラの会ことをご存じで、私と「お会

いしたかったです。」と言ってくださったこともとても嬉しく思いました。 
先日障がい者の就労を扱っている NHK 番組で日本理化学工業㈱のドキュメンタリーを見ました。

この会社は、社員の７０%が知的障がい者で、各職場は障がい者が働きやすいようにいろいろと工

夫が施されています。働くことに関し、障がい者だからという甘えは一切ありませんでした。この

番組を見て、私達の活動が批判を受けながらも信念を貫いてきたことに大きな自信を得ました。こ

の番組の中でパンドラとの共通点を沢山見い出したからです。「甘えの排除」「必要とされること」

「褒められること」「仕事に責任を持つこと」「可能性を信じること」です。 
障がい者の就労支援を行うと同時に、彼等を就労へと導いて行くためには、時には強い口調で叱

責したりすることもあります。支援者が障がいのある方を叱責する時、本人だけがつらい立場に立

つのではありません。本人以上に支援をしている人も辛い立場に立ちます。時には、障がい者の親

たちから、誤解され、暴言を吐かれることもあります。暴言とまではいかなくても、親たちにとっ

ては、良い印象をを与えるものではありません。それでも本人の為を思い、じっと耐え、その人が

成長するのを待たなくてはいけません。そんな辛い思いをしながらも、私達支援者を奮い立たせて

くれるのは、作業員の元気な笑顔です。そんな毎日の格闘の中、甲斐あって、やっとパンドラは成

長の兆しが見えてきました。どの作業員の方もとてもかっこよく仕事をしています。凛々しい顔を

して仕事をしている姿は、知的障がいがあるなんて全く感じさせません。近頃、仕事は大変早くス

ムーズに進みます。ここまで来るのにほぼ９年の歳月が流れました。長いような短いようなでもや

っぱり、あっとゆうまの 9 年でした。来年パンドラは 10 周年で、大きな節を迎えます。これから

も、周りに惑わされずに、信念を貫いて成長して行きたいと思います。これからも皆様方のご支援

を頂きながら前を向き、皆で頑張って行きたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。 
 

代表理事 岡部扶美子 
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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早1年が経ちました。

今までに 3名の方を支援させていただき、この 10 月には 3名とも就労することができました。不景

気と言われるこの時期に 3名全員の就労が決まったことを大変うれしく思います。 

しかし、就労したから一安心というわけではありません。就労した後も新たな問題が浮上したり、

本人の気持ちの変化等により、様々な課題がでてくることと思います。今後は就労先の企業との連

携を重点において、長く、安定して就労できるよう支援をしていきたいと思っています。 

私はこの一年就労移行支援に携わらせていただいて、たくさんの経験をさせていただきました。

支援する立場でありながら、仕事があることの素晴らしさを学びました。採用決定通知が届いた時

には一緒になって喜びました。些細な悩みをうち明けてくれたこともうれしかったです。また、職

場に視察に行く度に顔つきが変わり、立派な社会人として働いている障がい者の方がいました。そ

の変貌振りに驚いたと同時に、言葉では言い表せない程感動したことを今でもはっきり覚えていま

す。このようにこの支援にやり甲斐や喜びがあるからこそ、私自身もたくさんのことを学ぶことが

できたのだと思います。今後も今の気持ちを忘れず、ひとりひとりに合った支援をしていきたいと

思います。                              （担当：水鳥）  

 

｢仕事とは｣ 

毎年実施している定期健診で病気が見つかり、入院・手術の為 10 月上旬から約 3週間パンドラを

休職、11 月よりまた職場復帰させていただきました。 

今まで風邪を引くことはあっても、体調不良を理由にパンドラを休んだことは一度も無かった自分

にとって、急なこの出来事は、この先どうなってしまうのかという不安でいっぱいでした。 

そんな私を明るく励ましてくれたのはパンドラの皆さんでした。 

また元気になったら戻る場所がある、待っていてくれる人がいるというのは、私にとってどれ程心

強いものだったか、言葉では言い表せません。 

私にとって仕事とは、人と人とのつながりの中で自分が一生懸命になれる場所であり、それが今の

パンドラです。個性豊かなメンバー揃いですが、仕事となればみんな一生懸命。私もその一員とし

て一緒に働けることを、今とても嬉しく思います。 

この三週間は、やはり充実した日々とは全く無縁なものでした。普通に仕事ができる毎日、これが

いかに幸せな事なのかということを、病気によって気づかされました。 

今回私はいろいろな形で、パンドラの皆さんから温かい気持ちとパワーをたくさんもらいました。

また元気に仕事を頑張ることで恩返しできたらと思います。本当にありがとうございました。 

パンドラの会にきて来月で丸三年になります。これからもパンドラと共に成長していきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。（原田） 
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刈谷ハイウエイオアシス「おあしすファーム」売上好調 

地元の方から、遠方の方まで集う場所・・・刈谷ハイウェイオアシスの産直市場「おあしす

ファーム」での売上が依然として好調な実績をあげています。 

心配していた夏季の売上もほとんど落ちることがなく、パンドラ一同、喜びと感謝でいっぱ

いです。毎月一回の試食販売も継続して開催しており、たくさんの方にこの味を知っていただ

きたいと思っています。お客様の「おいしい！」の一言が私たちの働く原動力になっているの

です。手作り、無添加、愛情たっぷりのパンドラ商品、お近くにお越しの際には是非お買い求

め下さい。 

実習生受け入れ状況 

パンドラでは次世代を担う若い力の育成に協力したいとの思いから実習生を受け入れてい

ます。8 月～10 月にもたくさんの実習生を受け入れました。 
 中学校（2 校）・・・・・・・3 名 

養護学校（1 校）・・・・・・1 名 
専門学校（1 校）・・・・・・12 名 

学生は学校の勉強ができると優等生とされます。では、社会人にとっては一体何が大切なの

でしょうか・・・。   難しい計算ができること？  記憶力がよいこと？ 
それよりも人として大切なことがきっともっとあるはずです。 

パンドラで実習をした学生の方々が社会人になった時「人として何が大切か」に気づいてくれ

ることを期待しています。 
 

第１０回定時総会の報告 
 

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した。 
当日は出席者 38 名（表決委任者 11 名）により、平成 20 年第 10 期事業報告及び収支決

算の承認、平成 21 年第 11 期事業計画及び収支予算報告、全ての案件が承認可決されまし

た。平成 20年度はコミュニティビジネスや

刈谷市の委託事業によって、パンドラの会

が大きく飛躍した一年だったと感じました。

これも皆様のご支援があってこそと改めて

感謝いたします。そしてお忙しい中ご出席

下さいました関係者の皆様に深くお礼申し

上げます。 
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寄贈いただきました  

         ～大切に使わせていただきます～ 

シュレッダー、洗濯機、空気清浄機 《 総額 20万円 》 

 

株式会社アイシン・コラボ様より、設立 10周年記念の社会貢献

として、パンドラの会に寄贈いただきました。 

年々書類が増え、今まで使っていた小型シュレッダーではとても追い

つかない状況でしたが、今回寄贈いただいたシュレッダーは移動可能

な大型サイズなので、早速事務所で大活躍しています！本当にありが

とうございました。 

 

 

刈谷市福祉健康フェスティバル 2009   

  

売上金額 289,340 円 【減収 10 万】 

 

『笑顔あふれる やさしい刈谷』 のスローガンの下、10月

4 日(日)、刈谷市市民会館にて毎年恒例のビックイベント

「福祉健康フェスティバル」が開催されました。 

当日は雲一つ無い秋晴れとなり、早朝より気合十分で販売の準備に取り掛かりました。 

今年は主催者側の事情により販売場所がアイリスホール前に移動した為、毎回来ていただいて

いたボランティアの方々が来れなくなり、１０万円の減収となりました。これはパンドラにと

って大変な痛手です。来年は開催場所も変わるそうですが、何としてもこの減収を取り戻した

いものです。 

売上金額は２８９，３４０円、目標の４０万には到底及ばない結

果となりましたが、作業員のみんな、ボランティアのお母さん達

の頑張りはすごいものでした。 

そして最後は、パンドラのカントリーダンスでエンディング集会

を飾ることができました。 

ハミー先生が駆けつけて下さったおかげで、みんなとびっきりの

笑顔で踊っていました。 

 
 

好評の親子クッキー教室 
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クリスマスケーキのご注文をお待ちしています！！！ 

「おかし工房パンドラ」のケーキは、産直さんの新鮮な苺を使ったデコレーションケーキ 
をはじめ、ブッシュ・ド・ノエル、チョココーティング等 種類も豊富に取り揃えてお届けい

たします。価格も昨年通りの価格で販売させていただこうと思っています。カタログは出来次

第、ホームページに掲載いたしますので、ぜひチェックしてください！ 
パンドラのケーキで、素敵なクリスマスを過ごしてみてはいかがですか？ 

皆様のご予約をパンドラ一同お待ちしております。 

 

 

 

 

★7月 26 日(日)  第 12 回咲かそうひまわり感謝祭 

        ささ舟レース、すいか狩り、夕涼みライブ、パンドラダンス披露・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

★10 月 25 日(日) わくどきイベント 

        ペイント遊び、悠情ケリーバンドライブ、パンドラダンス披露・・・ 

 

 

 

 

 

★10 月 31 日(土） 咲かそうひまわり秋の収穫祭 

        花壇作り、芋掘り、芋掘り、芋掘り・・・  

 

★11 月 25 日（水） 東浦イオンにて 

映画『マイケル・ジャクソン THIS IS IT 』を鑑賞予定 

マイケル・ジャクソンの貴重映像、みんなの反応はいかに？ 

★11 月 27 日（金） 待ちに待った忘年会♪ 

パンドライベントニュース 

悠情さんのライブに元気をもらいました！ 

芋、大きいよ～！ 
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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。 
 

・ 財団法人 豊秋奨学会様 
（菓子詰合せ 200 箱ご注文頂きました。） 

・ アイシン精機株式会社様 
（菓子詰合せ 151 箱ご注文頂きました。） 

 

賛助会員ありがとうございました。(順不同) 

小島文幸様  萩原節子様  大塚好様  上東章様  堀尾光男様  池田敏博様  池田くみえ様 

面高俊文様  鈴木宜代子様  五十川道博様  渡邉治様  山口絵里様  手嶋美子様  十鳥美千代様 

川崎泰子様  小田修司様  川村治子様  舘林美希様  市野浩章様  塚本孝芳様  神谷朱美様 

神谷芳磨様   

特定非営利活動法人ＮＰＯ愛知ネット様  株式会社デンソーユニティサービス様  デンソー機工株式会社様 

運営会員ありがとうございました。(順不同) 

多久田修司様  藤井清司様  小森義史様  中島由恵様   

ご寄付ありがとうございました。(順不同) 

神谷隆也様  サークル K 昭和店様  山田鈴也様  吉川文子様  東邦ガス株式会社様 

 

■ 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。   


