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パンドラの会が今もなお危機的状況が続いていますが、スタッフ一同立て直しに全力を注いでいま

す。パンドラを去って行った方もみえますが、その一方で、その道のプロがパンドラに吸い寄せられる

ように集まって来ました。今では少数精鋭のメンバーがそろっています。この危機一緒に乗り切ろうと

強い意志を持った力強いメンバー達です。 

一時先が見通せず不安で放り出したくもなりましたが、常に「大丈夫だよ！」と言い続けてくれた親友

や支援者の声に励まされ、ここまでやってきました。 

パンドラの会を設立した目的は、障害をもっていても「働く気力があれば働ける。」ことを実践し「頑

張る気力のある障がい者を育て 1 か月 3000 円の労賃から脱却し、支援を受ける側から納税者に育てて

いこう」この理念実現の為、知的障がい児を持つ親たちがお金と労力を出し合い一丸となってこの会を

結成しました。2002 年には刈谷市では初めて、障がい者と雇用関係を結び一歩を踏み出しました。 

しかし、重度の障がい者が仕事の手従や技術を習得し、一人前の仕事をしてもらう事は、思いのほか時

間と人手が必要となります。それでも彼らが一所懸命働く姿に励まされ、支援スタッフは深夜まで残業

し、親たちは休日のボランティアに精を出すことが出来ました。良い商品を作っていることが認められ、

企業さんからも多くの注文を頂けるようになりました。その結果、重い障がいのある人にも他の施設で

は考えられない平均月 50,000 円の給与を支払えるようになりました。経済産業省の大臣表彰、愛知県

知事賞をはじめ多くの賞を受けた事も誇りですか、この事は私たちにとって目に見えない誇りになって

います。順調に推移してきた事業も、2008 年のリーマンショックを機に企業さんからの大口注文が一

斉になくなり、景気の冷え込みに伴い販売先での売れ行きは激減し、みるみるうちに経済的困窮に陥っ

てしまいました。 

障がいのあるスタッフに今まで通り労働に見合った給与を支払っていこうとすると助成金だけでは

運営は成り立ちません。私は福祉サービス事業で支払われる助成金の仕組みに問題があるように思いま

す。介護事業での支払い金額はサービスを受ける障がい者の障がい区分（程度）によって金額が異なり

ますが、就労継続 A 型（雇用型）では、全て一律です。「国は重度の障がい者を雇用対象にしていない」

と思わざるを得ません。重度の障害があっても支援者がいれば出来る仕事はあります。ただそれは時間

と助ける人が多く必要となります。その一方で障がい者を形式上雇うことで助成金を得よとする会社が

増えていることが気になりますが、利用者である障がい者側が確り見極める力をつければ問題はないで

しょう。 

私は重い障がいがあっても頑張る気力と素直な気持ちがあれば働けると信じています。現に私の息子は

職業判定重度の知的障がい者ですが、10 年かかってスタッフに育ててもらいケーキ職人になりました。

同時に働く事の楽しさや頑張る気持ちも持つことが出来るようになりました。息子のほかにもパンドラ

には重度の知的障がい者で働く事に喜びを感じられるようになった人は多くいます。それは給与を支払

ってきたことが大きな励みになっていたのだと思います。今は、経営上仕方なく重度の障害をもたれて

いる方は就労継続 B 型（非雇用）に移行していただきました。大変心苦しく思っています。 

いつか必ず立て直し再び元の A 型（雇用型）に戻すことを考えています。 

重い障害をもった方は、どうしても働くところからは、はじき出されてしまいます。そんな社会の矛盾

を解決しようと頑張っているパンドラの会を応援してください。どうか皆さん、この現実をご理解いた

だき賛助会員になって頂ければと思います。愛知県が認証するようになってから第 1 号の認定 NPO 法

人（全国 3 番目）になりました。認定されたことで、当法人に寄付をして頂ければ税金の控除が受けら

れます。ご支援のほど宜しくお願いします。勿論基本は「寄付に頼らず、より良い商品を開発し、安定

した事業を継続していく」この事を忘にこれからも頑張っていきたいと考えています。   岡部扶美子 

NPONPONPONPO 法人パンドラの会が守ってきた理念法人パンドラの会が守ってきた理念法人パンドラの会が守ってきた理念法人パンドラの会が守ってきた理念    



2013 年 8 月 12 日発行 増刊通巻 59 号 

 
 

3 

 

 

    

就労移行支援「就労移行支援「就労移行支援「就労移行支援「S&JS&JS&JS&J パンドラ」の所長が変わりましたパンドラ」の所長が変わりましたパンドラ」の所長が変わりましたパンドラ」の所長が変わりました。。。。    

 

凄いパテシエがやってきた！！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂口伊久磨氏坂口伊久磨氏坂口伊久磨氏坂口伊久磨氏    

これまで名古屋の社会福祉法人で 25 年勤務、うち 15 年は障がいを持つ方の企業就労支援の仕事をさ

せていただいてきました。 

そしてご縁あって、この 4 月からパンドラに仲間入りさせていただいた「オールド・ルーキー（新人）オールド・ルーキー（新人）オールド・ルーキー（新人）オールド・ルーキー（新人）」で

す！ 

S&J の新しい理念を「仕事を通じて“社会に貢献する人”を育てます」「人生に仕事がある喜びを応援しま「仕事を通じて“社会に貢献する人”を育てます」「人生に仕事がある喜びを応援しま「仕事を通じて“社会に貢献する人”を育てます」「人生に仕事がある喜びを応援しま「仕事を通じて“社会に貢献する人”を育てます」「人生に仕事がある喜びを応援しま

す」す」す」す」としました。 

今後パンドラが「全従業員の物心両面の幸福を追求する「全従業員の物心両面の幸福を追求する「全従業員の物心両面の幸福を追求する「全従業員の物心両面の幸福を追求する NPONPONPONPO」」」」として、ますます社会に貢献し発展して

いくことを願って、皆さんと一日一日を笑顔で努力精進していきます。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

☆福岡県大牟田市生まれ 

☆趣味：トライアスロン、社会人プロレス。 

☆マイベスト映画：「ロッキー」 

☆最近の愛読本：『星野リゾートの事件簿～なぜ、お客様はもう一度来てくれたのか?』（日経トップリーダ

ー編）、『生き方』（稲盛和夫 著）、『施設長の資格』『施設長の羅針盤』（内藤晃 著） 

新メンバーからのメッセージ新メンバーからのメッセージ新メンバーからのメッセージ新メンバーからのメッセージ    

パンドラのメンバーが入れ替わりパンドラのメンバーが入れ替わりパンドラのメンバーが入れ替わりパンドラのメンバーが入れ替わりました！ました！ました！ました！    

初めまして、この度、新たにおかし工房パンドラにておいしいお菓子を作ってい

くことになりました、萩野有香萩野有香萩野有香萩野有香と申します。 

福祉に関しましては、まったくと言ってわかりませんが、お菓子を作る事ならお

任せ下さい。 

お客様に喜んでいただけるケーキをリクエストに応じて作ることが出来ます。 

最近では、キャラクターのデコレーションを作りとても喜んでいただけたのを 

覚えています。 

お客様の笑顔を見るたびに、このお仕事を頑張ってきて良かったなと幸せを 

感じることが出来ます。 

この喜びをパンドラメンバーに伝えそれがお菓子に伝わりお客様のもとに伝わ

っていけたらと思います。これから、宜しくお願い致します。 

有香ちゃん有香ちゃん有香ちゃん有香ちゃん    

COCOTICOCOTICOCOTICOCOTI 石鹸化学者石鹸化学者石鹸化学者石鹸化学者        瀧川賢治氏瀧川賢治氏瀧川賢治氏瀧川賢治氏    

4 月より、COCOTI 石鹸を製造しています。 

とてもユニークな化学者で、皆はタッキーと呼んでいます！！ 
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地域生活支援事業（日中一時）は、各市町村におけるサービス

事業です。 

土・日・祝祭日に使わない就労移行支援[S&J パンドラ]の施設

を使い、日中一事事業を行うことにしました。豊富なプログラ

ムを用意して障がいのある方の余暇活動と家族のレスパイトを

して行きます。 

 

日中一時の講座 

＜GUTS！の二宮真美さんが 

愛知県アビリンピック 3年連続金賞に輝きました＞ 

 

 

7 月 20 日に行われた第 35 回愛知県障害者技能競技大会「喫茶サ

ービス部門」で GUTS！で働く二宮真美さんが 3年連続金賞を受賞

しました。 

二宮さんは、堂々とした接客で応援に駆け付けた愛知県知事の大

村様にコーヒーのサービスをさせて頂きました。 

11111111 月には、千葉で開催される全国大会に出場します。月には、千葉で開催される全国大会に出場します。月には、千葉で開催される全国大会に出場します。月には、千葉で開催される全国大会に出場します。    

    

みなさん応援お願いします！みなさん応援お願いします！みなさん応援お願いします！みなさん応援お願いします！    

 

 

 

 

 

株式会社デンソー様のお世話になった CSR 室長 岩原様

が東京に転勤されることになりました。NPO 法人になるき

っかけを作っていただいた恩義ある方です。そこでパンド

ラのメンバーで感謝の会を開催いたしました。 

岩原様有難うございました。東京に行かれましてもパンド

ラの会をよろしくお願いいたします。 

とても和やかな食事会でした！！ 

もちろん会場はもちろん会場はもちろん会場はもちろん会場はオサカナバールオサカナバールオサカナバールオサカナバール GUTSGUTSGUTSGUTS！！！！です。です。です。です。 

 

お知らせコーナー 

㈱デンソー社員岩原様有難うございました。 

７月より７月より７月より７月より        新事業開始新事業開始新事業開始新事業開始            
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●●●●    夏祭りに参加夏祭りに参加夏祭りに参加夏祭りに参加    

かりがね地区かりがね地区かりがね地区かりがね地区    かりがね発展会夏祭りかりがね発展会夏祭りかりがね発展会夏祭りかりがね発展会夏祭り    

株式会社デンソー株式会社デンソー株式会社デンソー株式会社デンソー様・「様・「様・「様・「ハートフルまつり」ハートフルまつり」ハートフルまつり」ハートフルまつり」「ハッピーフェスタ」「ハッピーフェスタ」「ハッピーフェスタ」「ハッピーフェスタ」    

安城養護安城養護安城養護安城養護学校学校学校学校夏祭り夏祭り夏祭り夏祭り    

株式会社豊田自動織機様株式会社豊田自動織機様株式会社豊田自動織機様株式会社豊田自動織機様    納涼祭納涼祭納涼祭納涼祭    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

    

就職おめでとうございます！！」就職おめでとうございます！！」就職おめでとうございます！！」就職おめでとうございます！！」    

○A さん 

 5 月から大手 DVD レンタルチェーンで勤務。1カ月に一度のご本人を交えた面接で店長さまから 

「返却は 1 本○○秒を目標に」というお話を聞いた、すぐにチャレンジ！楽々目標をクリアされま

した。これからも持ち前のまじめさと熱心さで、お店でなくてはならない存在に成長されるよう心

から願っています。 

○B さん 

 7 月から大手自動車部品工場の清掃の仕事。彼女の一番の“うり”は、作業の丁寧さもさること

ながら、仕事への責任感や人へのこころづかいなどの態度です。 

たまに仕事場に訪問すると、汗だくで作業されている手を休め笑顔で歓迎してくれます。 

同僚の方から「一緒に働いていて気持ちが良い方ですよ！」という嬉しいコメントを頂きました。 

働く力で何が大切か働く力で何が大切か働く力で何が大切か働く力で何が大切か、、、、彼女に教えて頂いた気がします。彼女に教えて頂いた気がします。彼女に教えて頂いた気がします。彼女に教えて頂いた気がします。感謝！！感謝！！感謝！！感謝！！（（（（坂口伊久磨）    

就就就就労移行支援労移行支援労移行支援労移行支援 S&JS&JS&JS&J パンドラパンドラパンドラパンドラ 

就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援 AAAA 型型型型    おかし工房パンドラおかし工房パンドラおかし工房パンドラおかし工房パンドラ 

 
333333333333 つつつつつつつつつつつつののののののののののののセセセセセセセセセセセセククククククククククククシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンンンのののののののののののの活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動報報報報報報報報報報報報告告告告告告告告告告告告            

活活活活

動動動動    

報報報報    
各セクションの活動状況をご報告します！各セクションの活動状況をご報告します！各セクションの活動状況をご報告します！各セクションの活動状況をご報告します！    

告告告告    

Activity report from three sections 

5
55 ～

～～ 7
77 月

月月 
  

秋のイベント販売に向けて、販売ボランティアを大募集しています！ 

おいしいお菓子の販売をしてみませんか？ 

学生さん！主婦！定年退職後の元気な方！ 
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おいしい野菜の料理店 たか倉』が『オサカナバール ＧＵＴＳ！』へリニューアルオープンをしてか

ら、早くも 1 年が経ちました。 

この１年は本当に沢山の方々に支えて頂き、多くの課題や目標が出来た年でもありました。スタッフ一

人一人が大きく成長した年でもあります。 

振り返れば短くも感じる月日でしたが、一日一日が積み重なって今の『ＧＵＴＳ！』に繋がっているの

だと思うと、今後も毎日を大切にしながら業務に取り組んでいかなければと強く思いますスタッフ一同

目標を持って頑張ります。今後ともご支援・ご協力の程よろしくお願い致します！ 

 

大好評 ＧＵＴＳ！のテラスでバーベキュー“ 

暑い夏、大勢で騒ぐには最高です！皆様是非ご利用ください☆ 

【内容】 

場所代・炭代・網代＋ドリンク１杯で、お 1 人様５００円!! 

魚貝充実してます！しかもお肉のみ持ち込みＯＫ＆後片付け不要です！ 

※人数に応じて樽生ビールサーバーご準備致します!! 

※メニューは別途料金がかかります。 

※毎日一組様限定なのでご予約はお早目にお願いします。 

 オサカナバール GUTS! ＜火曜定休＞ 

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） 

ご予約・お問い合わせ 

〒448－0037 

刈谷市高倉町 1－205 

第 14 回パンドラの会定時総会の開催 

 

日時日時日時日時                8888 月月月月 24242424 日日日日((((土土土土))))        10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    

場所場所場所場所                就労移行支援就労移行支援就労移行支援就労移行支援    「「「「S&JS&JS&JS&J パンドラ」パンドラ」パンドラ」パンドラ」        刈谷市一ツ木町刈谷市一ツ木町刈谷市一ツ木町刈谷市一ツ木町 1111 丁目丁目丁目丁目 1111----13131313    

    

運営会員・賛助会員の皆様お忙しいかと存じ上げますが、出席していただき 

パンドラの会の活動内容をご確認下さい。 

 

会費の更新時期でもあり会費の更新時期でもあり会費の更新時期でもあり会費の更新時期でもあります。よろしくお願いします。ます。よろしくお願いします。ます。よろしくお願いします。ます。よろしくお願いします。    

 

 

就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援 AAAA 型型型型    オサカナバールオサカナバールオサカナバールオサカナバール GUTS!GUTS!GUTS!GUTS! 
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個人賛助会員の皆様、個人賛助会員の皆様、個人賛助会員の皆様、個人賛助会員の皆様、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 ◆伊藤洋子様 ◆作田一博様 ◆坂倉清子様 ◆堀尾光男様 ◆小田修司様  

◆白子澄子様 

 

ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。    

◆榊原茂樹様 ◆深野久様 ◆杉山貴美子 様 ◆鈴木辰範様 ◆山田鈴也様 ◆吉川文子様  

◆古川芳雄様 ◆牧野清光様 ◆イシイクミコ様 ◆神谷征代様 ◆鈴木千歳様 ◆青葉信子様 

◆みつば会様 ◆堀尾光男様

 

平成平成平成平成 24242424 年年年年 9999 月に認定月に認定月に認定月に認定 NPONPONPONPO 法人に認定されているため、法人に認定されているため、法人に認定されているため、法人に認定されているため、寄付寄付寄付寄付控除が受けられ控除が受けられ控除が受けられ控除が受けられまままますすすす。。。。 

 

個人が認定 NPO 法人に寄付をすると税金が還付されたり、安くなります。尚この制度を

利用する場合には、確定申告が必要です！確定申告が必要です！確定申告が必要です！確定申告が必要です！ 

 

 

「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。 

年会費のご案内 

一般会員：1 口 2,000 円以上     法人・企業会員：1 口 10,000 円以上 

振 込 先 

【郵 便 局】 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」 

【銀 行】 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」 

【労働金庫】 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、確定申告前に年間総額をまとめて平成 26 年 1 月末に送付させていただきます。 

大口のご注文ありがとうございました！大口のご注文ありがとうございました！大口のご注文ありがとうございました！大口のご注文ありがとうございました！（順不同に掲載させていただいております） 
 

◆ フナックスグループ様 ◆キムラユニティー㈱様  ◆刈谷市役所様 

◆ 山本幸江様 ◆様  ◆㈱豊田自動織機様 


