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パンドラつうしん 
                 ＮＯ.４９ 

■第 49 号内容■ 2011 年 1 月 1４日発刊 

● 新年のごあいさつ 

● パンドラの年末・Ｓ＆Ｊパンドラ訓練開始 

● 『おかし工房パンドラ』新年の抱負      

● 『Ｓ＆Ｊパンドラ』新年の抱負 

● 「たか倉」新年の抱負 

                                                               

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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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致します。 
＜年頭によせて＞ 
パンドラ１０周年を昨年終え、２０周年に向けて新たな船出をしました。次の航海はどんな波乱

が待っているかとても楽しみです。今年は、次の世代に向けてバトンタッチを本格的に考えて行か

なくてはいけない年になると思います。その布石として昨年新しい事業を立ち上げました。この新

事業を始める事で、新鮮な爽やかな風が吹き始めてきました。それは、この新事業に新しく関わる

ことになった若者たちの存在です。彼らが、今後のパンドラを大きく変化させ、成長させてくれる

のではないかと、密かな期待を抱かせてくれていることです。 
新年早々に感じたことは、新メンバーの障がいのある方々を見て、障がい者が働く場を与えられ

たら、こんなにも変わるんだということです。 
先日、レストラン「たか倉」の新年会を行った際、その席で私が「今年のお正月はどうでしたか？？」

と問いかけると、障がいのある方が手を挙げて「まったく違いました。とても楽しかった。それは、

働いているから。」と堂々と発言されました。そのほかの方も、同感だと言わんばかりに、うなず

いていました。その様子を見て私は、とてもうれしく、思わずにっこり！！「たか倉」で採用した

障がいのある方は、以前働いた事のある人達で、何らかの理由でここ数年間、離職を余儀なくされ

てきた方が殆どです。ですから、再び働く喜びと、収入を得た喜びが一入だったのだと思います。

彼らは、働き始めた頃、新しい仕事に自信のない様子で、常におどおどしていたり、動きが非常に

緩慢でしたが、今では、とてもテキパキと行動し、よき戦力になっています。その様子は、自信に

満ち溢れ、周りの人にも働くことの喜びを感じさせてくれます。働くということが、こんなに人を

変えるものだと改めて感じました。 
新年を迎えるにあたり、「働く事で人はこんなにも変わる事が出来る」事例を紹介したいと思い

ます。刈谷市の就労支援委託事業で就労支援を行った男性は、自殺寸前まで追い詰められていまし

たが、就労支援と生活支援を行ったことで、安定した収入と充実した生活をとりもどし、「僕、生

きていてよかったです。」と支援者につぶやきました。彼は今、健常者と同じくらいの収入を得、

納税を通し社会に貢献しています。もし、支援の手を差し伸べていなかったら、最悪の事態を招い

ていたかもしれません。 
別の、２３歳男性は中学校を卒業後１０数回の転職を繰り返し、其のたびに家族や職場の人から心

無い言葉を浴びせられ、自信を失い、被害妄想になり、とても警戒心の強い目をしていましたが、

就労支援を行った結果安定した職場で、理解ある職場の人にも恵まれたことにより、１年６カ月継

続して元気に仕事をしています。今では、家族の家計の担い手になっています。 
数年前のパンドラ第一号の一般企業就労移行者は、家庭を持って一人の子供を夫婦共働きで育てて

います。彼女もパンドラにいた１年は、生活保護申請をしていましたが、企業就労が決まって、１

か月で生活保護から脱却しました。今では、彼女も納税者として社会に貢献しています。 
働く機会を与えられ、必要とされれば障がいがあっても社会に貢献できるんだという事をもっと

多くの人に理解してもらえるよう、私たちは、これからも障がいのある方を支援して行きます。そ

して彼らが自信を持って生きていけるよう支えて行きたいと思っています。パンドラの会は、今後

も障がいのある方々の味方となり、良き支援団体であり続けていきます。 
これからも皆様のご支援、ご協力をお願い致します。       

代表理事 岡部扶美子 
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就労移行支援『Ｓ＆Ｊパンドラ』訓練開始！！ 

11 月 1日に指定障害福祉サービス事業者の指定を

受け職業訓練がスタートしました。毎週火曜日は『た

か倉』の店内の清掃業務実習、週に１日は農作業や公

園整備など実践的な訓練や石鹸製造では生産性を求

めて本格的な実習をしています。まだまだ、就労まで

の道のりは険しいですが『あせらず・むりせず』まず

は自分と向き合いながら、自分の特性や適性に合った

進路決定ができるようにがんばっています。 

 

 

 

 

☆ 私は、ヘルパーの資格を取得して就職したいです。(久永麻江) 

☆ 1 月からピアゴでトライアル雇用が成功するよう S&J での訓練を 

がんばります。(阪野元彦) 

☆ 図太く生きたい。図々しい考え方を出来るようにしたい。(鈴木智裕) 

☆ 来年は１日も休まずに通所したいと思います。(高木政直) 

☆ 石鹸製造実習と清掃業務実習と農作業実習を頑張ります。 

石鹸をいっぱい作って、よく売れるようにしたいです。(安藤竜一) 

☆ 一般企業へ定期的に就労移行できるよう、基盤をつくります。 

                                               (福田信博) 

☆ パンドラのみなさんを見ていると『できないことはない』と感じます。

他の人より何倍も時間や努力が必要かもしれないけれど…でも自分が

『がんばる』という気持ちを持っていればできるのです。やれちゃうの

です。『Ｓ＆Ｊパンドラ』の訓練生にも『パンドラ魂』『パンドラ根性』

を植えつけていきたいです。                （指導員：齊藤美紗枝） 
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～2010 年クリスマス 売上報告～ 

売上げ金額 \1,076,600 

 ２０10 年の売上は前年に比べて、約 6％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、一番人気だったのは「モンブランノエ

ル」！！ チョコレートで包まれたおしゃれな「プレミアム」も好評でした。 

☆☆☆パンドラのケーキは甘すぎない！！おいしい☆☆☆ 

・・・と好評をいただいています。 

クリスマスに食べ損ねた！！！という方、また食べたい！！！という方、 

2011 年のクリスマスもよろしくお願い致します。 

クリスマスケーキ販売に 

ご協力いただいた企業 団体様 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 

デンソー機工株式会社様   三井住友海上火災保険株式会社様    株式会社ＣＳＫ様 

刈谷市役所様   特定非営利活動法人市民フォーラム21様 

 

 

 

クリスマスケーキの配達や準備の為に駆けつけて下さった 神谷芳磨さん、服部さん、H.K さん 

深谷さん、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。 

 

～2011 年バレンタイン告知～ 
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。 
ケーキセット（箱は今年の新作に変わります。） 
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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。今後とも宜しくお願いします。※以下ご注文日付順 

・ 株式会社ＣＳＫ様 
（菓子詰合せのご注文を頂きました。） 

・ 今川子供会様 
（クリスマス詰合せをご注文頂きました。） 

・ 愛知県立岡崎養護学校様 
（ケーキのご注文を頂きました。） 

・ 南山短期大学様 
（クリスマスクッキーのご注文を頂きました。） 

・ 社会福祉法人よつば会様 
（ケーキのご注文を頂きました。） 

・ エームサービス中部日本株式会社様 
（クッキーのご注文を頂きました。） 

・ フォナックスグループ様  （フォナックス株式会社様、 
アパートネットワーク株式会社様、ブイトラスト株式会社様） 

（お歳暮として菓子詰合せをご注文頂きました。） 
・ デンソー機工株式会社様 

（クリスマスケーキを 62 個ご注文頂きました。） 
 
賛助会費ありがとうございました。（順不動）    

 

作田がずみ様  外山蔦江様  株式会社アシスト様  塚本孝芳様  神谷雅宏様  神谷聡子様  斉藤人美様     

 

ご寄付ありがとうございました。（順不動）    

 

加藤義宏様  石黒秀和様  宮島はるみ様  守新生様   鈴木昌子様  八橋優美子様  山﨑麻衣子様 

岡部扶美子様  杉浦文枝様  山崎涼子様  神谷恵美様  神谷征代様  小佐々広美様  舘林仁美様 

中村淑子様  深野敏子様  籔中勝子様  原田有子様  水鳥愛様  齊藤美紗枝様  河原朗治様   

梅本秀之様  船橋義昭様  若杉理恵様  柚木崎ひとみ様  三村よしみ様  稲田涼子様  星野小奈枝様 

牧野清光様  こうむらゆきな様  渡邉治様  古賀慶一様  和田章宏様  高木政直様  笹井学様   

神谷武志様  安藤竜一様     

■ 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。   


