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パンドラつうしん 
                 ＮＯ.４８ 

■第４８号内容■ 2010 年 10 月３日発刊 

● パンドラ１０周年・そしてこれから 

● パンドラ１０周年記念大成功       

● 新メンバー紹介 ・ Ｓ＆Ｊパンドラ紹介 

● カフェ・レストラン「たか倉」紹介 

● 第１１回定時総会 ・ パンドラ旅行の報告    

                                                               

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 

URL http://www.npo-pandora.com/                ＴＥＬ  0566-25-3012 

  E-Mail   opandora@katch.ne.jp                      ＦＡＸ 0566-23-4373 
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【パンドラ 10 周年・そしてこれから】 
 
パンドラの会を結成したのは 1996 年、2000 年におかし工房パンドラを設立、2001 年 NPO 法

人格を取得、今年は、おかし工房を設立し本格的に活動を始めてから 10 周年になります。随分前

から 10 周年記念事業を盛大に行おうと考えていて、3 年程前からパンドラのメンバー全員で演劇

を行いたいと思っていました。 
9 月 4 日 5 日の両日 3 回の公演を行いましたが全ステージ満席で、入場できなかった人から再

公演の問い合わせが来るほどでした。予想以上の反響に今でも当日の事を思い出すとぞくぞくしま

す。演劇の成功はプロの演出・作家 石黒秀和さん・事務局裏方では、アイシン精機の渡邊さん、

このお二人の力がなければ実現できなかったことです。「おかし工房パンドラ」の事業では洋菓子

フォーレの杉浦様・「カフェ・レストランたか倉」は、㈱上々の杉野様、といった具合に、その時々

に合ったプロフェッショナルのご協力を得てきました。次の就労移行支援「S＆J パンドラ」では

桶谷石鹸の桶谷様と開発研究の花井様からプロの石鹸作りのご指導を受けています。事業を行う時、

その道のプロにお力を借りるのは成功のカギだと私は思っています。お客様は正直で、飲食であれ

ば美味しくて、良いサービスがあれば繁盛します。芸術であれば心を揺さぶられるようであれば共

感が得られます。私達は福祉ではプロですが、そのほかの事業では、全くの素人です。福祉の御旗

を振りかざし、皆様に協力をお願いしても一時的には協力を得られたとしても継続しての協力は得

られるかどうかは疑問です。しかし、福祉以外の分野のプロの協力が得られれば、事業を継続して

行くことの可能性が大きくなります。 
ここ数年で障がい者を取り巻く社会環境は大きく変わりました。しかし、根底にあるものは何も

変っていないようにも思えます。障がい者の社会参画を拡げ、より多くの障がい者を社会で受け止

めようと国の制度の見直しや、働く場所の確保など様々な方法がとられるようになりました。しか

し、障がい者のスピードや理解力、体力に合わせてくれる企業が増えたわけではありません。身体・

知的・精神障がい者であっても軽度の障がいであれば、以前より門戸は広くなりました。でもどん

な障がいがあっても受け入れてもらえるわけではありません。 
このハードルを低くするにはやはり障がい者自身が力をつけて行くことしか方法が無いと考え

るようになりました。新事業 就労移行支援「S＆J パンドラ」を立ち上げた根底はここにありま

す。ここでは、働くための基礎知識を身につけ、石鹸作りや、清掃作業・農作業を通して働く上で

の技術・体力・精神力を養って行くための支援をして行きます。そして、受け入れてもらえる企業

開拓に力を入れると同時に、社会に直接的に役立つ障がい者を世に送り出したいと考えています。

自分たちを受け入れない社会に不満をぶちまけているより、積極的に社会に入り込めるような支援

を続けて行きたいと考えています。これからも歩みを弛めることなく、一歩一歩確実に前進出来る

よう、皆で力を合わせ頑張って障がい者支援事業を進めて行きます。 
皆様のさらなるご協力とご支援をお願い致します。 

 

代表理事  岡部扶美子 



2010.10                           パンドラつうしん No.48 

- 3 - 

刈刈谷谷のの障障ががいい福福祉祉  

      丸丸わわかかりり！！    

障がい者・児のための 

福祉ガイド BOOK 

パンドラ 10 周年記念  

創作劇「スイーツ BOX」大成功！！ 
  NPO 法人パンドラの会 10周年を記念し、企業、団体等皆様への感謝の気持ちと更なる発展の為

に 9 月 4 日（土）、5 日（日）に刈谷市総合文化センター 小ホールに

て創作劇「スイーツ BOX」を上演、展示ギャラリーでは「刈谷市内福祉

展」を同時開催しました。 

福祉展では、刈谷市内の福祉事業所

と企業にブース出展をお願いし、地域

の皆様に各々の事業内容を知ってい

ただく機会をもうけました。又、刈谷

市内の福祉事業所をまとめた「福祉ガ

イド BOOK」を発刊、無料配布しまし

た。配布の後ガイドブックの評判も良

く、とてもうれしく思っています。 

創作劇「スイーツ BOX」は、前回の通信でも紹介させていただきましたが、今年の 3月から約半

年間に渡って週 2 回の稽古を休まず行いました。最初は芝居経験のない私たちが・・・と不安でい

っぱいでしたが 8 月に入ってからは衣装の早替えや動き方、ダンス・音楽も毎日一生懸命練習しま

した。 

演劇を見に来てくださる方々をがっかりさせては申し

わけない！と演者もスタッフも「スイーツ BOX」成功とい

う同じ目標に向かって心を一つにして頑張りました。 

いよいよ迎えた当日、3 回公演とも全席満員で当日券無

し！！という刈谷市総合文化センター小ホール始まって

以来の出来事だったそうです。いろいろなプレッシャーが

あ る

中、誰ひとり欠ける 

ことなく、全員で舞台に上がれたことに関係者

全員、喜びと達成感を感じました。 

この成功はパンドラ一同だけでは決して成

し得なかったことだと思います。ボランティア

で手伝ってくださった皆様、舞台を見に来てく

ださった皆様のご支援、ご協力のおかげです。 

 

本当にありがとうございました。 

 

 

本番直前スタッフミーティング 

「福祉展」の様子 

みんなで作ったデコレーションケーキ 
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＊＊＊＊＊劇の感想（作業員より）＊＊＊＊＊ 

・初めてみんながチケットを買ってくれてうれしかったです。（Tさん） 

・ダンスができた。サンド、パウンド、ケーキまた発表したいです。（Yさん） 

・みんなでたのしかった。きんちょうしました。がんばりました。スイーツボックスもう一回

やりたいです。（T君） 

・特に一番心配だったのは暗転の中、階段を降りる時です。「こけないかな、こけないかな」と

思っちゃうからです。でも、劇が成功したのがうれしかったです。（K君） 

・練習の時より大きい声で言えたから良かった。終わったときにお客さんが、ちゃんと声が届

いてたよ、って言ってくれたからうれしかったです。（Nさん） 

・練習はきついものがあったけれども、必死にみんなががんばっていたので、僕も負けまいと

思い頑張ろうとやっていけました。（Tさん） 

・厨房のシーンで上手に演奏できました。ダンスシーンの時に、楽しくおどれました。（Kさん） 

・お客さんに見られてすごい感動しました。いちばん楽しいダンスはマイケルでした。（Y君） 

なんと“当日アンケート回収率  ８０％！！ 

＊＊劇の感想（アンケート抜粋）＊＊ 

・一生懸命さがよかったです。（50 代女性） 

・ダンスがとても良かったです。上手で驚きました。（10 代女性） 

・手作りで仕上げているところがとても温かく、伝わってくるものがあった。（20 代男性） 

・ケーキの紹介、ユニークで楽しかった。照明が効果的。（40 代女性） 

・「彼らの心に障害はありません」という一言が印象的でした。（30 代女性） 

・人と人の輪が熱く、感動しました。（20 代男性） 

＊＊＊＊＊10 周年記念祝賀パーティー＊＊＊ 

9 月 5 日（日）の公演後、D スクエアにて「NPO 法人

パンドラの会 10 周年記念祝賀パーティー」を開催し

ました。お世話になった皆様への感謝と、これからの自

分への決意、パンドラの更なる発展を願う盛大なパーテ

ィーとなりました。 
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Takakura Special Course     
前菜の盛り合わせ バーニャカウダ ホタテと和牛のカルパッチョ ナスとトマトのパスタ 

かぶのすり流しスープ メイン料理（肉 or 魚） ライス or パン デザート 

 

Takakura Special Lunch     

◆コースランチ 前菜の盛り合わせ かぶのすり流し 十種野菜のシーザーサラダ 

メイン料理（肉 or 魚） ライス or パン デザート 

 

General Lunch    

◆パスタランチ（前菜、スープつき）                 

◆お野菜たっぷりシェフおすすめドライカレー 

（スープつき）  

 

 

営業時間 

ランチ 11：00～15：00 

ディナー17：00～22：00 

定休日 火曜日 

￥2,500 

￥1,580 

各￥1,280 

〒448-0032 

刈谷市高蔵町 1-205 

ご予約・お問い合わせ 0566-91-5945 （FAX 兼） 

送迎承ります。（最大 18 名様まで） 
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パンドラ新メンバー紹介 

福田信博さん（S＆J パンドラ職業指導員） 

平成 22 年 11 月 1 日開所予定の就労移行支援『S&Jパンドラ』 

の職業指導員を務める福田信博です。 

この『S&J パンドラ』では、清掃業務の講座を主に担当します。 

ここでは、清掃の知識教育と、色々な清掃資機材を使用した、 

基本清掃作業の習得を行います。最後のステップとしては、 

実務訓練後、企業への就労までを考えています。また、その他様々 

訓練も共に体験していきますので、どうぞ宜しくお願いします。 

 

S＆J パンドラいよいよ開所 
 

１1 月 1 日に就労移行支援『S & J パンドラ』が開所します。障がい者が安定した就労生活が

できるために、本人の意向と特性や可能性を様々な実習や訓練を実施して見極めていきます。 

『S&J パンドラ』では、地域企業への就労が継続できる支援をしていきます。 

 

 ｴｽ・ｱﾝﾄﾞ・ｼﾞｪｲ 

『 S & J 』の文字に込められた意味とは!!! 

 ここの訓練養成を通じて、人生という長い階段を、訓練生自ら上り続けられるように願い、step 

and jump(ステップ＆ジャンプ)の頭文字から命名されています。また、ここで働く関係者、スタ

ッフ全員、訓練生や家族と人生の長旅を共に歩んでいける、良質な関係を何時までも持ち続けら

れる願いが込められています。 

そんな S&Jに強力な助っ人が来てくださっています！ 

 

清水元樹さん（石鹸製造アドバイザー） 
名古屋大学・応用化学科を卒業された科学者で、 

ご自身の事業を立ち上げようとされているお忙し 

い中、『S & J パンドラ』の自然派石鹸の製造・開 

発にご尽力いただいています。 

                        

只今、訓練生募集中!! 
お知り合いの方々への、アピールをぜひ宜しくお願い申し上げます。 

詳しくは、NPO 法人パンドラの会 本部までお問い合わせ下さい。 

  TEL  0566-25-3012  岡部又は、齊藤まで 

 

１２月より自然派石鹸のお店『ナジェージタ』（ロシア語で希望）がオープンします。

アロマや植物オイルを使った石鹸やアロマ雑貨を販売します。 

ぜひ、お立ち寄り下さい。 
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第１１回定時総会の報告 

８月２０日（金）S＆J パンドラにて定時総会を開催しました。 
当日は出席者 51名（表決委任者 9名）により、平成 21年第 11期事業報告及び収支決算、

平成22年第12期事業計画及び収支予算、監事の選任、

定款の変更など、全ての案件が承認可決されました。 

今年より就労移行支援｢S＆Jパンドラ｣、レストラン

「たか倉」のメンバーも加わり、パンドラがまた一層

パワーアップしていく勢いを感じました。 

それぞれの行う事業は違えども、志はみな同じです。 

最後に、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。 

パンドラ旅行★ランチクルーズ 

9 月 20 日（月）、今日は待ちに待ったランチクルーズの日。フェリーは全長 192 メートル、旅客

定員 812 名の大型豪華客船｢いしかり｣。名古屋港フェリーターミナル

から出港し、名港トリトン、セントレアを一望できる伊勢湾一周のコ

ースです。当日はさわやかな秋晴れとなり、一番上のオープンデッキ

にでれば、夏のような日差しが照り付けました。 

乗船してからはグループ行動。 カフェでゆっくりお茶したり、船

長さんになってみたり（写真右）、ショッピングや豪華客船のスイー

トルームも見学できました。お母さんグループは、足ツボやマッサー

ジ、なんと占いまで楽しんでいたようです。ランチの時間になると全

員集合し、食事を楽しみました。景色もいいけどやっぱりバイキング！ここぞとばかりにおなか

いっぱい食べましたね。来年はもっともっと豪華な旅行を計画しています。お楽しみに！！ 

森さん ありがとうございます 

パンドラのチーズケーキ＆アップルパイの大ファンで、大手企業にお勤めの森さん。 
将来についてじっくり考える為の一ヶ月の特別休暇を得たということで、8 月から約三週間にわた

り、パンドラにボランティアとして来て下さいました。 
森さんのテーマ：『家族との将来について考える、障がい者の就労について親としてどこまでで

きるのか、何ができるのか』ということでした。 
＊森さんの感想・・「障がい者就労の厳しい現実と本人家族の頑張り

が必要な事を身にしみて感じました。」 
当時はパンドラ設立 10 周年記念事業の準備の真っ最中でしたので、森

さんにはボランティアとして主に事務仕事を手伝っていただきました。

さすが森さん、仕事が早い早い！とっても大助かりでした。PC 操作等、

いろいろと教えていただくこともあり、勉強になりました。ありがとうございました。 
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大口のご注文ありがとうございます 
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。※以下ご注文日付順 

・ 豊田自動織機労働組合 碧南支部様 
（菓子詰合せのご注文頂きました。） 

・ 山本幸江様 
（お中元セットをご注文頂きました。） 

・ 刈谷市特別支援教育推進協議会様 
（クッキー、ケーキをご注文頂きました。） 

・ ㈱魚国総本社様 
（菓子詰合せのご注文頂きました。） 

 
 
賛助会費ありがとうございました。（順不動）    

 

渡邉治様   萩原節子様   神谷芳磨様   長坂三枝子様   神谷朱美様   藤永芳美様 

守新生様   籔中晶子様   鈴木理寿様   小山忠夫様   畠山勉様   手嶋美子様 

内寿郎様   加藤善野様   川﨑泰子様   藤井清司様   五十川道博様   大須賀恵子様 

神谷隆也様   山本幸江様   上東章様   大塚好様   池内映子様   菅原とし子様 

市野浩章様   作田大祐様   小山広志様   鈴木宜代子様   佐々木強様   池田敏博様 

矢田部寿子様   澤山英子様   堀尾光男様   鳥居好孝様   十鳥美千代様  

㈱デンソーユニティサービス   ㈱愛起様   ㈱ビレッジ開発様   丸竹コーポレーション㈱様 

(財)豊秋奨学会様   ＮＰＯ愛知ネット様 

 

運営会費ありがとうございました。（順不動） 
中島由恵様  山口一雄様  小森義史様  牧野清光様  西谷泰治様 

 

ご寄付ありがとうございました。（順不動）    

デンソー労働組合様  山田竜一郎様    

 

■ 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。   


