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＜普通に暮らせる社会の実現＞    
 

刈谷市の障がい者地域生活部会が発足しました。地域生活部会では障害のある方が「普通に暮らせる

社会の実現」を目指して話し合いを進めて行きます。しかし、そのメンバーに当事者が一人も参加して

いないのはどうしてかな？？？本人には、「どんな暮らしを望みますか」というアンケート調査だけで

判断していいのか疑問を抱きます。知的障がい者の親が、本人と同じ考えを持っているとは決めつけら

れないと思います。今回のアンケートがどの様な形で記入されたかは解りませんが、知的障がい者の場

合、殆どが親の思いとなってしまう事が多く、認知判断が難しいという理由で、その結果が本人の思い

とはかけ離れたものになっているかもしれません。 

例えば、住まいについても刈谷市のアンケート調査では 50％以上の障がい者が家族と一緒に暮らした

いと希望しているのにもかかわらず、家族はグループホームやケヤホームを希望しています。本人たち

は親の思いとは異なり、こうした施設を必要としていないかもしれません。当事者が参加しないこの会

議で、当事者の意思が本当に反映できるか疑問を感じます。 

「誰もが普通に暮らせる街」とは、具体的にどのような事でしょうか。例えば、普通に暮らしていた

人が交通事故に合って大けがをしてしまった、車の運転が出来なくなり、今まで難なく行けていた買い

物にも行けなくなる。家事が出来なくなり、金銭管理も出来なくなってしまった。 

その時「事故に合ったのだから、仕方ないでしょう」と言って誰も助けてくれなかったらどうなるの

でしょうか。普通の暮らしとは取り立てて言う事のない暮らしだと思います。生まれつき体に障害が有

る為に、日常的普通に我々が行っている事が大人になっても出来ない方が多くいるという事です。それ

があなたの運命ですと言えるでしょうか？ 

24時間の身体介助が無ければ苦痛を一日中抱えないといけない人や、行動援助が必要な方、相談支援

が必要な方、それは様々です。そのすべてを一生涯家族が担うのは不可能です。介助者が交代で障がい

者をサポートできれば、普通の暮らしに少し近づけます。困ったことが有ればすぐに相談できる所や人

がいれば安心な生活が出来ます。行動援助が有ればいつでも安心して出かけられます。障害が有っても

そんな普通の暮らしが出来る刈谷市を作るお手伝いが出来ることを感謝し、真剣に考え、遠慮なく意見

を言わせていただこうと思っています。 

2012 年も半ばを過ぎ、経済、社会が混沌としてきました。私たちパンドラの会も幾度となく困難を

乗り越えてきましたが、この経済社会情勢には何か不気味な雰囲気を感じます。事業者として、「今ま

でとは何か違う」と肌で感じます。事業を安定して継続していくには、「人・物・金」と言われます。

その中でも私は人材こそ一番大切だと考えます。パンドラには素晴らしい支援スタッフが揃っています。

この事が、今日まで持ちこたえ、発展してきた原動力だと思います。 

刈谷市が目指す「普通に暮らせる社会の実現」のため、私たちメンバー一丸となって協力していきた

いと考えます。この混沌として時代だからこそ、刈谷市や私たちが底力を発揮すべきだと考えます。 

 

代表理事 岡部扶美子 
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松田松田松田松田    春江春江春江春江さんさんさんさん（（（（おかしおかしおかしおかし工房工房工房工房パンドラパンドラパンドラパンドラ／／／／作業員作業員作業員作業員））））    

私は、聴覚障がい者です。他の障がいがある方々と一緒に勤務するのは、初めてです。 

まだ色々不安がありますが、自分から分からない所をどんどん聞いて、少しずつ覚えて頑張りたいです。家事

と仕事の両方をするのは大変ですが、とりあえず頑張ります。どうか、よろしくお願いします！！ 

 

大橋大橋大橋大橋さんさんさんさん（（（（S&JS&JS&JS&J パンドラパンドラパンドラパンドラ／／／／訓練訓練訓練訓練生生生生））））    

はじめまして。6 月から通っている大橋です。人生、「不思議がって、悩んで、知れ。」だと思っています。SJ で

も、色んなことに興味を持って、学び、努力していきたいです。また、SJ に通っているみんなと助け合ったり協力

して、みんなで成長していけたらなと思っています。 

 

 

 

    

    

NPONPONPONPO 法人法人法人法人    パンドラパンドラパンドラパンドラのののの会会会会    からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    
 

● メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスがががが新新新新しくなりましたしくなりましたしくなりましたしくなりました！！！！    

【【【【旧旧旧旧メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス】】】】    

事務局・おかし工房パンドラ 共通：opandora@katch.ne.jp 

 

【【【【新新新新アドレスアドレスアドレスアドレス】】】】    

本 部 事 務 局：info@npo-pandora.com 

おかし工房パンドラ：okashi@npo-pandora.com 

 

 

● 「「「「おいしいおいしいおいしいおいしい野菜野菜野菜野菜のののの料理店料理店料理店料理店    たかたかたかたか倉倉倉倉」」」」がががが店名店名店名店名をををを改改改改めめめめリニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープンしましたしましたしましたしました！！！！    

新しい店名は･･･ 

 

 

 

「GUTS!」と書いて「ガッツ」と読みます。 

 

「たか倉」よりリーズナブルで、よりご利用しやすいお店となっております。 

「たか倉」から生まれ変わった「GUTS!」も応援の程、よろしくお願い致します。 
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第第第第２２２２4444 回回回回    愛知県障害者技能競技大会愛知県障害者技能競技大会愛知県障害者技能競技大会愛知県障害者技能競技大会    

開催日時： 平成２4 年 7 月２1 日（土）    
開催場所： 愛知障害者職業能力開発校    
主 催： 愛知県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知障害者職業センター 

及び社団法人愛知県雇用開発協会    
大会概要： 障害者の職業能力の開発を促進し、広く障害者に対する社会の理解と認識を高め、その雇用の

促進と地位の向上を図るために開催する。    
去る 7 月２1 日（土）に愛知県障害者技能競技大会が豊川市にある愛知県障害者職業開発校で開催され、

パンドラの会からは、ビルクリーニング部門に 1 名、喫茶サービス部門に 3 名が参加しましたので、その様子を

ご報告致します。

 

●ビルクリーニングビルクリーニングビルクリーニングビルクリーニング部門部門部門部門    

ビルクリーニング部門に参加したのは、『S&J パン

ドラ』訓練生の鈴木智裕さん。去年に続き 2 回目の

参加です。日々の通常訓練後、疲れているにも関わ

らず、一生懸命大会に向けての練習を重ねてきまし

た。 

その結果は･･･  ““““第第第第 3333 位位位位！！！！！！！！”””” 

「鈴木さん、おめでとうございます！！」 

 

 

 

 

 

 

 

ごごごご協力協力協力協力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました！！！！    

 今回、鈴木智裕さんが大会に出場するにあたり、

刈谷市障害者支援センター様に相談室をクリーニン

グの練習場所としてご提供いただきました。ご協力

ありがとうございました。 

●喫茶喫茶喫茶喫茶サービスサービスサービスサービス部門部門部門部門    

喫茶サービス部門に参加したのは、「GUTS!」スタ

ッフの二宮真美さんと「おかし工房パンドラ」スタッフ

の岡部佳史さん、小佐々卓巳さんの 3 名です。 

喫茶サービス部門では、お客様のお出迎えからオ

ーダー、品出し、お見送りまでを行います。また、規

定外のハプニング（「たばこを吸ってもいいです

か？」と質問されるなど）にも対応しなければなりま

せん。 

そんな課題を見事にこなし、二宮真美さんが去年

に引き続き第１位となり全国大会への切符を手にし

ました。岡部佳史さん、小佐々卓巳さんも緊張しなが

らも精一杯課題にチャレンジしていました。 
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●●●●    ごごごご注文注文注文注文ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました！！！！    

今年も皆様よりお中元や株主総会用の洋菓子詰め合わせのご注文を承りました。毎年変わらず「おかし工

房パンドラ」でご注文くださる企業様・個人様がいらっしゃることは、大変幸せなことだと思っております。ありが

とうございます。 

このような大口の注文が入ると、障がい者スタッフはいつもにも増して「よし！やるぞ！」とう表情に変わりま

す。そんな彼らを見ていると、仕事とは人生を充実させるための大切な要素であり、それは障がいの有無に関

係ないことだと、つくづく思い知らされます。 

 

●●●●    障障障障がいをがいをがいをがいを持持持持つつつつスタッフスタッフスタッフスタッフのののの仕事仕事仕事仕事がががが足足足足りないりないりないりない････････････そしてそしてそしてそして支援者支援者支援者支援者スタッフスタッフスタッフスタッフのののの残業残業残業残業がががが増増増増加加加加？？？？    

「おかし工房パンドラ」では主にクッキー・パウンドケーキ等の焼き菓子・ケーキ類・ゼリー等その他デザート・

サンドイッチを製造しています。 

その中で多くの障がい者スタッフはクッキー製造が主な仕事です。今までは常に大量のクッキーの注文があ

り、障がい者スタッフにも十分な仕事がありました。しかし、全体の売上が低下し、クッキーの生産量が大幅に

落ち込んでいる現状では、彼らが定時まで働くための仕事量が無く、仕事作りに支援スタッフは苦慮していま

す。それとは逆に支援スタッフの仕事量は倍増し、残業の日々が続いています。 

●●●●    新商品新商品新商品新商品のののの開発開発開発開発    

現在「おかし工房パンドラ」では、製造過程にて障がい者スタッフがより多く関わることができる商品として、

色々な種類のクッキーを開発中。 

野菜クッキー・・・ 

抹茶マーブルクッキー・・・ 

オレンジピールクッキー・・・ 

ラッピングの変更・・・ 

などなど、 

今年の秋～冬にかけての商品化を目指して、現在、スタッフみんなで意見を出し合いながら、試行錯誤中で

す！！お楽しみに！！ 

 

（順不同に掲載させていただいております） 

AAAA      

 

333333333333             

                

Activity report from three sections 555 777    

◆キムラユニティー㈱様       ◆さくら学園様       ◆㈱デンソー様 

◆フナックスグループ様       ◆アイシン精機㈱様    ◆山本幸江様 
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●●●●    施施施施設庁設庁設庁設庁のののの齊藤齊藤齊藤齊藤がががが産休産休産休産休・・・・育休育休育休育休からからからから復帰復帰復帰復帰しましたしましたしましたしました！！！！    

2011 年 6 月から産休・育休をとっていた齊藤が 7 月 1 日付で復帰しました。齊藤は 2 人の子供を育てながら

の勤務になりますので、家庭と仕事との両立ができるよう短時間勤務にて対応させて頂きます。関係者の皆様

にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解ご協力をお願いいたします。 

    

    

    

    

    

    

    

●●●●    １１１１名名名名のののの訓練生訓練生訓練生訓練生がががが実習実習実習実習をををを迎迎迎迎えますえますえますえます！！！！    

I.N さんが保育所ちびっこランド様にて実習をさせて頂きます。兼ねてから本人が希望されていた、子供と触

れ合うことのできる仕事に一歩近づくいい機会となり、本人も意気込んでいます。ぜひ、いろいろな事を吸収し

てきて帰ってきてください。 

 

    

 

 

 

●●●●    3333 名名名名のののの訓練生訓練生訓練生訓練生がががが実習実習実習実習をををを無事終無事終無事終無事終えましたえましたえましたえました！！！！    

安藤竜一さん、加藤莉歩さん、鈴木智裕さんが、それぞれ（株）MMC ウィング様、ピアゴ東刈谷店様、（株）サ

ンエー様での実習を無事終えました。実習前には緊張と不安の試練を乗り越え、実習先では働く喜びを学び、

それぞれが大きく成長して戻って来てくれました。彼らが実習に向かう姿は他の訓練生にとっても刺激になった

ようで、訓練生全員が就職をより現実的に捉えるようになったと思います。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

S&JS&JS&JS&J  

～実習への意気込み～ 

S&J に入ってから、初めての実習に行きます。子どもさん相手なので、いつも以上に気を遣う

ことが多いと思いますが、笑顔を見るのを楽しみに実習をやっていきたいと思います。（I・N） 

～施設長 齊藤からのメッセージ～ 

夢を持てるように・・・夢がかなえられるように・・・サポートします！！子育て中で何かと

ご迷惑をかけることが多くなると思いますが、訓練生が就労への意欲が向上できるように、そ

して、就労が実現できるようにスタッフ一丸となってより良いサービスが提供できるように頑

張ります。（『S&Jパンドラ』施設長 齊藤 美紗枝） 

～実習の感想～ 

● ピアゴのやさい売り場で、ほうちょうでレタスの芯を切る 

のがたいへんでした。ミニトマトの計量がたいへんでした。色々な野菜とくだものがあっ

て、袋づめがたいへんだったけど、楽しかったです。（加藤 莉歩） 

● 実習先の建物は、非常に広く細かい道が多かったので、点検作業がとても大変でした。時々

歩きにくい所の点検個所もあったので、安全を意識する必要がありました。（鈴木 智裕） 

● トイレ清掃やショーケースの拭き掃除をして、すごく大変でした。工場見学者が通る通路

の手すりの拭き掃除や、部品を分ける作業が楽しかったです。トライアル雇用で作業を手

早くやります。わからないことがあったら、必ず聞くようにします。（安藤 竜一） 
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●●●●    1111 名名名名のののの訓練生訓練生訓練生訓練生ががががトライアルトライアルトライアルトライアル雇用雇用雇用雇用にてにてにてにて就職就職就職就職しましたしましたしましたしました！！！！    

（株）MMC ウィング様にて実習をさせて頂いた安藤竜一さんが、実習での頑張りが大変評価され 7 月 1 日か

らトライアル雇用にて就職することができました。3 ヶ月間の試用期間を経て、ここでの評価が良ければ正式採

用が決まります。 

安藤さんとパンドラの会の関係は長く、もともとは『おかし工房パンドラ』のスタッフとして働いていた安藤さん

でしたが、一般就労を目指して『S&J パンドラ』に通所されるようになり、1 年 8 ヶ月の訓練期間を経て今回のト

ライアル雇用へと結びつけることができました。みんなの人気者の安藤さんがいなくなってしまうのは訓練生も

スタッフもみな寂しいですが、彼の成長を今後も応援していきたいと考えています。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

●●●●    8888 月月月月にににに就労訓練見学会就労訓練見学会就労訓練見学会就労訓練見学会をををを開催開催開催開催しますしますしますします！！！！ごごごご興味興味興味興味のあるのあるのあるのある方方方方はどなたでもごはどなたでもごはどなたでもごはどなたでもご参加参加参加参加くださいくださいくださいください！！！！    

『S&J パンドラ』での日々の訓練を気軽に体験して頂けるイベントとして、就労訓練見学会を開催します！！

皆様のご参加をお待ちしております。 

【日程】    

8 月 21 日（火） 

8 月 24 日（金） 

8 月 28 日（火） 

※各日程それぞれ５名様までとさせていただきます。 

 

【お申込み、お問い合わせ】    

就労移行支援事業所『S&J パンドラ』    

TEL 0566-91-5416    

FAX 0566-91-5418    

MAIL sjpandora@nifty.com    

    

●●●●    就職就職就職就職イベントイベントイベントイベントをををを全全全全 5555 回回回回シリーズシリーズシリーズシリーズでででで開催開催開催開催しますしますしますします！！！！    

障がいを持つ方にとって一般就労は非常に大変なことですが、自分が働いているイメージをより鮮明に持つ

ことで本人の意識が高まり、就職がぐっと近づきます。このイベントを通して、働く自分をイメージして頂けるよう

な内容にしています。仮の内容になりますが、大まかには職場見学 2 回、講座 2 回（スーツ・身だしなみ講座な

ど）、OBOG 交流会を予定しております。 

詳細が決まり次第ホームページに掲載させて頂きますので、ご興味のある方はホームページを定期的にチ

ェックしてみてください。 

『Ｓ＆Ｊパンドラ』ホームページ：http://www.npo-pandora.com/sj/ 

～支援員からのコメント～ 

実習の時には「たいへんです」という言葉が出ていた安藤さん。でも、トライアル雇用が決ま

った時の嬉しそうな顔がとても印象的でした。働き始めて 2週間後の様子はとても生き生きし

ていて、本人も「楽しいです！」と元気よく言っています。訓練生が就職して元気に働いてい

る姿は、私たちスタッフにとって一番の喜びです。安藤さん、これからもサポートしていきま

すので、正式採用してもらえるようにがんばりましょうね！（長廣 都富美） 
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『おいしい野菜の料理店 たか倉』から『オサカナバール GUTS!』に名前を変え、早くも一ヶ月が経ちました。 

“気軽な本格イタリアン”“カフェレストラン”として営業していた『たか倉』よりも、更に足を運んで頂きやすい店

に、お酒やお食事をより楽しんで頂けるお店に、そして活気のあるお店にしていけるよう、スタッフ一同真剣に、

楽しく、日々の業務に取り組んでいます。 

『オサカナバール GUTS!』として再スタートした６月は、新しいことの連続に戸惑うスタッフも多々いました。デ

ィナータイムを「２４時まで営業」としたことにより、勤務時間が大幅に変わったスタッフも少なくありません。新し

い仕事内容、今までとは違う曜日・時間の勤務、新しいメニュー･･･など、とても変化の多い月でした。 

それでも少しずつ新たな環境にも慣れていき、一ヶ月経った今では一人一人の技術が向上しているのがよく分

かります。これも、それぞれが仕事に対して前向きに、やりがいを見つけながら取り組んでいるからこそだと思

います。 

まだスタートしたばかりという事もあり、様々な課題は山積みですが、一つずつしっかりと見直し、改善してい

きたいと思います。GUTS!として初めての夏、スタッフ一同張り切って営業していきますので、今後ともご支援・

ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

【営業時間】 ランチ 11:00～14:30（ラストオーダー14:00） ディナー17:00～24:00（ラストオーダー23:30） 

【定 休 日】 毎週火曜日 

【ご予約・お問い合わせ】 〒448－0037  刈谷市高倉町 1－205   ☎0566－91－5945 

    GUTS!GUTS!GUTS!GUTS!  

◆◆◆◆COCOTICOCOTICOCOTICOCOTI ◆◆◆◆    

父の日 COCOTI、多くのご注文をありがとうございました！現在は夏限定 COCOTI 石けん「すっと」、「はっ

と」を絶賛販売中です。 

●すっと（お疲れ気味の方向け。爽快な香りでリフレッシュできます！） 

●はっと（忙しい方向け。全身エステ効果でリラックスできます！） 

    

    

    

    

また、サマーギフトも販売しております。

頑張る自分へのご褒美に、いつもお世話に

なるあの人に、いかがでしょうか？ご注文

は、店頭、添付の注文用紙、またはインター

ネット（http://cocoti-soap.com/）にて受け

付けております。数量限定商品ですので、

ぜひお早目にお求めください！ 
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日 時： 平成２４年８月２4日（金）１0：００～ （受付９：３０より） 

場 所： 『S&Jパンドラ』 刈谷市一ツ木町 1丁目 1-13 0566-91-5416 

 

平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    定時総会定時総会定時総会定時総会開催開催開催開催    

 ８８８８月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（金金金金）『）『）『）『S&JS&JS&JS&J パンドラパンドラパンドラパンドラ』』』』にてにてにてにて定時総会定時総会定時総会定時総会をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

    

個人個人個人個人賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員のののの皆様皆様皆様皆様、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

◆ 牧野 様 

◆ 面高俊文 様 

◆ 長坂三枝子 様 

◆ 山田竜一郎 様 

◆ 久保田好明 様 

ごごごご寄付寄付寄付寄付いただいたいただいたいただいたいただいた皆様皆様皆様皆様、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

◆ 原口篤志 様 

◆ 榊原裕起 様 

◆ 八橋優美子 様 

◆ 舘林仁美 様 

◆ 下村幸夫 様 

◆ 後藤和江 様 

◆ 増子恵子 様 

◆ 青葉信子 様 

◆ 鈴木辰範 様 

◆ 丹羽満 様 

◆ 山田鈴也 様 

◆ 吉川文子 様 

◆ 岡部崇生 様 

 

 

 
「パンドラの会」は会員である皆様からのご協力により法人活動を維持・発展させています。これからも私たち

の理念である「障がい者がより生きやすい社会の実現」の為に皆様のお力添えが必要です。ぜひ会員となって

お力をお貸しください。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。 

 

：1 口 2,000 円以上     ：1 口 10,000 円以上 

 

 郵便局 ００８１０－７－１２０１２０  口座名「NPO 法人パンドラの会 おかし工房パンドラ」 

 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」 

 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。 

 


