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■第４6 号内容■ 2010 年 1 月 12 日発刊 

● ２０１０年を迎えて 

● 刈谷市制６０周年記念事業採択「みんなでコラボ＆パンドラ１０」 

● パンドラニュース 

     ● もうすぐバレンタイン 

                                                                

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.４６ 
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【2010 年頭によせて】 
  

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 
 
２０１０年は、記念すべき年です。刈谷市は市制施行６０周年で、パンドラの会は創立１０周年

になります。虎年にちなんで、私も力強く堂々とこの一年を送りたいと思っています。 
現在、障害福祉サービス事業就労継続支援 A 型事業のみ行っていますが、さらに今年は、他に就

労移行支援事業とグループホーム事業の展開を計画しています。新たにこの二つの事業を行うには、

新しい人材と資金の確保が必要不可欠で、これから本腰を入れて、準備にかかります。資金面より

も、良い人材の確保がなかなか難しく頭を抱えるところです。その人の資質もありますが、人は育

成しなければ良い人材は生まれてきません。この事が今の日本において、一番不足していることの

ように思えます。福祉の分野でも、支援者側に回る人の育成はとても大変です。報酬を多くすれば

よいと思われがちですが、決してそうではないと思います。福祉の分野をはじめ、それ以外の分野

でも、報酬よりもやりがいであったり、人に必要とされているとか、感謝してもらえる、といった

ような精神的な面での充足感だと思います。 
身体的休息が十分与えられるような環境を作ることも必要だと思います。勿論、本人のやる気が

大きなウエイトを占めるのは当然です。この事は、どんな職種にでも言えることですが、特に福祉

の分野では重要視されるべきところだと思います。この事を念頭に入れて、人材の確保に奔走しな

ければ今後のパンドラの発展はなく、全てが夢で終わってしまう恐れがあります。 
 障がい者雇用に力を入れてきたパンドラが、今後も障がい者の為に継続的に行っていかなければ

いけない事業が、障がい者就労移行支援です。今は、刈谷市からの委託を受け、市内の知的障がい

者に限り就労支援を行っていますが、これを独自の福祉サービス事業として行っていく必要性を感

じています。パンドラが今までに築き上げてきた企業との協働が、障がい者の企業就労にも生かせ

るのではないかと信じています。この積み上げてきた強みを生かし、今までに無かった障がい者就

労移行支援事業の展開を進めていきたいと思います。 
まだ具体的には決まっていませんが、今年中には展開しようとしているもうひとつの事業は、グ

ループホームの建設です。これは、かなりの資金が必要なので、資金のやりくり建設物の検討など、

あらゆる所から資料を入手し、より良いものを建設したいと思っています。「今までにない障がい

者のグループホームとは？？？？」から皆で話し合っていかなければなりません。この話し合いに

は、当事者である障がい者自身も加え、進めていきたいと思います。「どんなところでどのように

暮らしたいか？」自分たちの将来を自分で決定できるようにしたいものです。資金が必要であるこ

とも含め、本人に理解できるように話し合いを進めて行きます。 
皆様のご支援、ご協力なくして達成は難しくなってきます。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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今年の抱負 

 

パンドラにきて早三年が経ちました。入所当初より、パンドラの可能性が日々大きくなっていく

のを感じています。業務内容も少しずつ増えてきました。今までは、目の前にある仕事をこなすこ

とで精一杯でしたが、これからは次につながる仕事をしていきたいと思います。一つ一つの仕事を

流れ作業としてではなく、常に創意工夫を念頭に置いて仕事をすることが目標です。どうしたら次

にもっとやりやすくなるか、それは自分の為でもあり、厨房とのより良い連携にもつながります。

また、今何をすべきか、何が一番大切かを問いかけ、一人で抱え込む前に周りに助けてもらう。基

本的なことかもしれませんが、これをクリアすることによって、自分自身がまた一つ大きく成長で

きるのではと思っています。 

また、パンドラでは、挨拶や言葉遣いはもちろんのこと、相手に対する心遣いの大切さを学ぶ機会

が多くあります。特に今年はパンドラ設立 10 周年のイベントも控えています。いろいろな人とのつ

ながりの中で、社会人として、人としての礼儀も勉強していきたいと思います。 

昨年は体調を崩し、休職させていただいた時期もありました。しかし、この経験によって仕事へ

の原点に戻ることができました。最後の目標として、健康に仕事ができることに感謝しつつ、皆さ

んと楽しく一生懸命仕事をしていきたいと思います。 

本年もどうぞ宜しくお願い致します。（原田） 

 

 

私がパンドラヘ来て、1年 9ヶ月・・・あっという間に時が過ぎました。パンドラでの毎日はとて

も充実しており、毎日が勉強です。そんな私の今年の抱負は、一人ひとりに対して、細かい支援を

行う、ということです。昨年は、細かいところまで目が配れず、忙しい時は特に、安全面と作業効

率を上げることだけを考えてしまい、後になって「まだまだだな・・・」と自分の未熟さを反省し

ていました。 

作業員の方々の障害程度は三者三様です。まずそれぞれの障害程度や、性格を十分考慮すること。

そして、それに合った支援方法を実践すること。当たり前のことですが、忙しさに負けて、見落と

していたことを、もう一度思い出し、気を引き締めて仕事に励みたいと思います。パンドラは私の

職場である以前に、作業員の方の職場です。皆さんの働きやすい環境作り、ひとりひとりに合った

支援、それが彼らの自立へと繋がっていくのだと思うのです。 

また、昨年度から始まった刈谷市委託就労移行支援では、本人、企業との連携を大切にし、就労

定着支援に力を注いでいきたいです。社会人として生きる障がい者の生活が安心、充実したものと

なるように、私自身経験を重ね、知識を増やし、よりよい支援ができるよう努力していきたいと思

います。まだまだ未熟な私ですが、今年も精一杯頑張りますので、ご指導の程よろしくお願い致し

ます。（水鳥） 
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刈谷市制 60 周年記念 市民公募事業「コラボ 60」に採択 

 

この事業は、「新しい刈谷の創造」 「市民の参加と協働」 「地域文化の継承と発展」のテーマ

に沿った事業で、かつ市民が企画・運営・実施する事業に対して補助金を交付、市制 60 周年を契

機に共存・協働のまちづくりへの機運を高めることを目的としています。 

この刈谷市制 60 周年という記念すべき年に、パンドラの会は設立 10 周年を迎えます。そこで、

刈谷市民・企業・福祉のコラボレーションを図る大イベント『みんなでコラボ＆パンドラ 10』を

企画、この事業にも相応しいものであると考え、イベント部門に応募しました。 

そして第一次書類審査を通過、第二次プレゼ

ンテーション審査の結果、25の参加団体中 

総合順位 第二位 となり 

 『みんなでコラボ＆パンドラ 10』が見事

採択されました。そして実現に向けての第

一歩がスタートしました！ 

 

 

『みんなでコラボ＆パンドラ 10』 

上演劇 出演者・スタッフ 大募集！ ！  

 

パンドラ 10 周年イベント『みんなでコラボ＆パンドラ 10』では、日々のパンドラの様子を演

劇化し、障がい者も健常者もみんなが一つになって演じるお芝居を上演します。そこで市民の皆

さんから役者・スタッフを大募集！ 
公演日は 2010 年 9 月 4 日・5 日（3 月より稽古開始） 

経験等は一切問いません。みんなで協力し合える方ならどなたでも OK！ 
皆さんと一緒にこのイベントを大成功させたいと思っています。パンドラ一同、皆さんのご応募

お待ちしています。 

＊詳細（応募）は下記パンドラの会の HP よりご覧下さい。 
URL http://www.npo-pandora.com 
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～2009 年クリスマス売上げ報告～ 

売上げ金額 \1,136,800 

 ２００９年の売上は前年に比べて、約 10％の減収となってしまいました。 

しかし、たくさんの方々のご協力のおかげでこの金額に達することがで

きました。ご注文くださった皆様、本当にありがとうございました。 

今回のクリスマス商品の中でも、人気だったのは「ノエル」の 2 種類！！

初登場の「フルーツ・ノエル」と、前年から引き続き人気の「モンブラン・ノエ

ル」は、合わせて 140 台も販売することができました。 

不景気と言われる昨今、見た目の豪華さと、ボリュームたっぷりのお得感

が人気の鍵なのかも知れませんね。 

 

 

 

クリスマスケーキ配達の為に駆けつけて下さった 神谷芳磨さん、馬瀬浩幸さん、H.K さん 

そして、作業員家族の皆様、お忙しい中、本当にありがとうございました。 おかげさまで無事納品

することができました。 

クリスマスケーキ販売に 

ご協力いただいた企業様 有難うございました。 

株式会社豊田自動織機様    アイシン精機株式会社様    株式会社デンソー様 

三井住友海上火災保険株式会社様    株式会社ＣＳＫシステムズ中部様 

 

～2010 年バレンタイン告知～ 
 

クリスマスが、終わってほっとするのも束の間、２月にはまたまた 

大イベントがやってきます。 

大切な人や、お世話になっている方に・・・。 

友チョコ、逆チョコ・・・そして頑張っている自分へのご褒美にもぜひ！！ 

パンドラのおいしいチョコをプレゼントしてはいかがでしょうか。 

パンドラ自慢の生チョコ・チョコレートケーキをご用意致します。 

カタログは出来次第、ホームページ等に掲載させていただきますので、 

こちらも是非チェックしてください。 
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★11 月 25 日（水）映画 

『マイケル・ジャクソン THIS IS IT 』を鑑賞。  

歌とダンスに大興奮！！ 英語はちょっと難しかったかな！？ 

★12 月 24 日（木） 作業員特製☆クリスマスケーキ作り 

★2月 21 日（日）『福祉ふれあいフェスティバル』ダンスパフォーマンス 

   今年は何を踊るのか～。年始からハミー先生によるダンスレッスンがスタート。 

仕事同様、ダンスにも手を抜きません！！気合いの入ったパフォーマンスをご期待下さい。 

 

年末の大掃除 頑張ったね！  

仕事納めの 12 月 26日、みんなで一斉に大掃除を行い

ました。今回はお母さんボランティアは、お願いせず、

作業員と職員みんなで力を合わせて頑張りました。いざ

掃除が始まれば、障がいなんて何のその、それぞれ自分

の与えられた仕事に一生懸命、とてもスムーズに仕事が

進んでいきます。自分達の職場を自分達の力できれいに

する、このことは自分の仕事場としての意識がより高ま

っているように思います。日が暮れるころには、パンド

ラの厨房はピッカピカ！とってもいい気分を味わえたのは、パンドラが単にきれいになったからだ

けではありません。大掃除によって、作業員みんなの成長をひしひしと感じられたからです。 

 

新しいパンドラ号が登場します 

赤い羽根共同募金第一号のアトレーワゴンが残念なことに追突され、破損状態がひどかったので

安全を配慮し、ハイゼットの新車を購入しました。これは、思いもやらない支出で大変ですが、安

全のためには致し方ないことです。皆で大切に使います。 

  
 

 

パンドラニュース 
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大口のご注文ありがとうございます 
不景気にもかかわらず、お歳暮など大口のご注文をいただきました。 

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。 
 

・ エームサービス株式会社様 
（クッキー1,700 枚ご注文頂きました。） 

・ 東海労働金庫様 
（菓子詰合せ 180 箱ご注文頂きました。） 

・ フォナックス株式会社様 
（お歳暮セット 494 箱ご注文頂きました。） 

・ 南山短期大学様 
（クリスマスクッキー400 個ご注文頂きました。） 

・ 山本幸江様 
（お歳暮詰合せ 30 箱ご注文頂きました。） 

・ 愛知県立岡崎養護学校様 
（クリスマスケーキ 320 個ご注文頂きました。） 

・ 藤井清司様 
（ケーキ 46 個ご注文頂きました。） 

賛助会費ありがとうございました。(順不同) 

中村淑子様  内寿郎様  長坂三枝子様  岩崎智様  加藤義宏様 

ご寄付ありがとうございました。    

財団法人 豊秋奨学会様 

 

■ 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。   


