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＜再出発に向けて＞ 
４月に入り官公庁や企業で、新たな年が始まりました。街には新調したスーツや学生服に身を包んだ

新人たちが期待に胸を含らませながら新たなスタートをきりました。 

パンドラの会も、今年は新しい仲間こそ居ませんが気持ちを新たにしようと例年通り入所式＆亀城公園

花見、ボーリング大会を行い新たなスタートをきりました。 

パンドラに嵐が吹き荒れた昨年から１年が過ぎました。まだまだ嵐の真っただ中という状態です。 

この危機を乗り越えるべく、あらゆる努力をしていますが水中から浮上するのが厳しい状況が今も続い

ています。 

事態打開の為、苦肉の策で重度の障がいの方に就労継続 A 型から B 型に移って頂き１年間で立て直し

を図ろうとしましたが、B 型にしたことで仕事に介添えを必要とする障がい者が次々におかし工房を去

って行くという思ってもいない事態になりました。 

将来性への不安があったのか、その理由は解りませんが、困難に立ち向かうだけの団結力が無かったの

かもしれません。この 10 年間いろいろな事を考え、彼らが楽しく充実した日々を送れるようにと真剣

に取り組んできましたが、残念ながら、彼ら及び家族には届きませんでした。逆に発信者の私に何かが

きっと不足していたのでしょう、その何かを探り出し反省し、今後につなげて行きたいと考えています。 

この状況から抜け出し、A 型に戻すためにまずやるべきことは、営業を強化し収入を増やすことだと

考えています。障がい者は減ったものの「仕事の出来る」障がい者は残っています。最強のスタッフと

彼らが連携することで急に入る多くの注文も、スタッフに多くの負担をかけることなく出来る体制にな

りました。今までは重度の障がい者に仕事をしてもらうためにスタッフが彼らを助け、彼らが仕事を終

えてからボランティアさんやスタッフが残業をして納期に間に合わせていたのです。そこまでして障が

い者に仕事が出来る喜びを味わってもらいたかったのですが、今となっては「何だったのか」と思わざ

るを得ません。 

パンドラは「障がい者に厳しい、怒られる」などの噂を耳にしたことが有ります。私は当たり前だと

思っています。人の口に入る責任ある仕事をしているのですから、それは障がい者で有ろうとなかろう

と同じことだと考えています。障がい者だから許してくださいではすまないのです。厳しいけれどやり

がいのある仕事だと思っているし、このスタンスは絶対に変えません。営業力を上げ仕事効率を高める

ためにも、この嵐をチャンスと考え邁進してして行きます 

パンドラが愛知県で初めての就労継続 A 型を行ってから次々に企業が参入し、今では愛知県は全国で

1.2 位を争う多くの A 型事業所があります。その中には、障がい者にこれといった仕事は無く、ただ座

っているだけの「内職仕事」をさせているところもあります。補助金を得るために障がい者を採用する

事業所もあります。 

障がい者の為に A 型事業所を設立した事業所と、会社の為又は個人の利益の為に A 型事業所を設立し

た事業所では、おのずとしてどちらが障がい者の為になるか判断できると思います。 

現状が今後どう変化するかはわかりませんが、パンドラはこれからも今までどうり、障がい者の生活

の為、働く権利の為、胸を張って生きて行く為に「おかし工房」を守って行きたいと考えています。 

パンドラの会の活動をご理解いただき皆様の寄付金・賛助会費（認定 NPO 法人への寄付金税金控除が

可能）さらなるご協力をお願いを致します。 

                                 代表理事 岡部扶美子 
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４月２日に、NPO 法人パンドラの会 入所式が行われました。

代表理事の話を真剣に聞き、その後、各自が今年度の目標を

パンドラの会のメンバーの前で発表しました。 

今年度も、気持ちを新たに目標に向かっていきますという 

強い意志を感じることのできる入所式でした。 

 

入所式の後、亀城公園へ 

桜は８分咲きで気温も暖

かく、お花見日和の中「GUTS！」で作って頂いた花見弁当を食べ、

出店めぐりで好きなものを購入、おなかをいっぱいにしたところで   

いざ！ 知立イーグルボールへ腹ごなしとなりました。 

参加者全員が、真剣勝負！ 

ボーリングが始まる前は、「自信がないな。３ゲームもできるかな。」

と言っていたメンバーも、ボーリングが始まると真剣そのもの。３ゲ

ームが終わるころには、普段、あまり話す機会がないメンバー同士で

会話が盛り上り、笑顔と笑い声が絶えない時間を過ごすことができま

した。 

 

 

 

 

３月９日（土）名古屋栄のオアシス 21 で障害者ワークフェアーが行われました。 

その舞台でなんとパンドラダンサーズが「暦の上ではディセンバー」のダンスを披露しました。 

いよいよ名古屋栄にも現れたパンドラダンサーズです！    余興等余興等余興等余興等出演出演出演出演以来は岡部まで以来は岡部まで以来は岡部まで以来は岡部まで！！！！    

 

 

 

昨年より始めた地域生活支援事業日中一時事業が、皆様に定着し安定して行われるようになりました。

移行支援の所長坂口が責任者となり、アルバイトの学生さんや講師の先生などと一緒に、毎回充実した

プログラムを行っています。 

パンドラのメンバーも利用しますが、その他からも利用者が増え土曜日のひと時を過ごしています。 

「スポーツジム・料理作り・アロマ教室・ダンス（恋のフォーチュンクッキー）レクレーションゲーム」 

等々  

興味のある方はお問い合わせください。興味のある方はお問い合わせください。興味のある方はお問い合わせください。興味のある方はお問い合わせください。    

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先        S&JS&JS&JS&J パンドラパンドラパンドラパンドラ    0566056605660566----91919191----5416541654165416（坂口まで）（坂口まで）（坂口まで）（坂口まで）    

 

平成２６年度 入所式＆お花見・ボーリング大会 

名古屋栄オアシス 21 で「暦の上ではディセンバー」踊りました 

地域生活支援 S&J パンドラ日中一時支援事業 
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キャラクターバースデーケーキはいかがですかキャラクターバースデーケーキはいかがですかキャラクターバースデーケーキはいかがですかキャラクターバースデーケーキはいかがですか！！！！！！！！    

    

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

リーマンショック以来、株式会社デンソー様・アイシン精機様・株式会社豊田自動織機様でご注文頂いていた

春・夏・冬の交通安全啓蒙クッキーの注文が無くなり、パンドラは経済的に苦しい状態が続いていますが、 

株式会社豊田自動織機様には、交通安全啓蒙に配っていたティッシュをクッキーに変更していただきました。

又、株式会社デンソーウェーブ様・デンソーエレックス株式会社様は、リーマンショック後も変わらぬご注文をい

ただいています。 

 

パンドラにとって数をこなすのは大変ですが、とても良いお仕事だったので、パンドラにとって数をこなすのは大変ですが、とても良いお仕事だったので、パンドラにとって数をこなすのは大変ですが、とても良いお仕事だったので、パンドラにとって数をこなすのは大変ですが、とても良いお仕事だったので、各社の各社の各社の各社の一日も早い交通安全一日も早い交通安全一日も早い交通安全一日も早い交通安全    

クッキーの復活を願っています。クッキーの復活を願っています。クッキーの復活を願っています。クッキーの復活を願っています。    

    

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 

１
１１月

月月～
～～４

４４月
月月 

  

私パテシエ有香が、心を込めて大切な方のバースデーケーキを作らせていた

だきます。キャラクターに限らず、似顔絵など何なりとお申し付け下さい。

オリジナルのケーキをお作りいたします。 

皆様のご注文をお待ちしています。皆様のご注文をお待ちしています。皆様のご注文をお待ちしています。皆様のご注文をお待ちしています。    

バースデーケーキ  6 号（径 18 ㎝）3100 円・3600 円(デザインケーキ) 

5 号（径 15 ㎝）2600 円・3100 円(デザインケーキ) 

 

有香ちゃん有香ちゃん有香ちゃん有香ちゃん 

交通安全クッキー納品完了交通安全クッキー納品完了交通安全クッキー納品完了交通安全クッキー納品完了 
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『ライフ『ライフ『ライフ『ライフ&&&&ワークキャリア講習』新しくスタートします！ワークキャリア講習』新しくスタートします！ワークキャリア講習』新しくスタートします！ワークキャリア講習』新しくスタートします！    

〜自分の人生の選択肢や可能性〜自分の人生の選択肢や可能性〜自分の人生の選択肢や可能性〜自分の人生の選択肢や可能性をひろげる〜をひろげる〜をひろげる〜をひろげる〜    

所長所長所長所長    坂口伊久磨坂口伊久磨坂口伊久磨坂口伊久磨    

○○○○    「公文学習」に加え、「キャリア教育講習」を新しく始めます。「公文学習」に加え、「キャリア教育講習」を新しく始めます。「公文学習」に加え、「キャリア教育講習」を新しく始めます。「公文学習」に加え、「キャリア教育講習」を新しく始めます。    

    今までもコミュニケーションやビジネスマナー、履歴書の書き方など「職業教育」を行

ってきました。利用者さまから「とても勉強になる」との評価をいただく一方、「具体的な

自分の将来の仕事となると、とても悩んでしまいます」との声も少なく有りませんでした。 

そこで私たちは、今後キャリアの視点からの教育・支援が必要ではないかと考えました。 

○     そもそもキャリアとは？そもそもキャリアとは？そもそもキャリアとは？そもそもキャリアとは？    

    キャリアの語源は「轍（わだち）」。乗り物が通った後にできる車輪の跡のこと。キャリ

ア は、狭義には「職歴や職業、地位などの歩み」。広義には「職業生活を含む、その人の

生活及び生き方全体の歩み」をさします。 

○○○○    職業とキャリアのちがい。職業とキャリアのちがい。職業とキャリアのちがい。職業とキャリアのちがい。    

職業は、個人とは関係なく社会に存在します。しかしキャリアは、個人と切り離せないも

のとして存在します。 

キャリアは一人ひとりが自分で決めていくものです。職業や職種の選択・決定などを通じ、

自分の生活を創っていかなければなりません。それは就職で終わりでなく、生涯つづいて

いきます。 

○○○○    誰にもキャリア教育・支援は必要な時代。誰にもキャリア教育・支援は必要な時代。誰にもキャリア教育・支援は必要な時代。誰にもキャリア教育・支援は必要な時代。    

世の中の変化のスピードが激しく、社会の仕組みもますます複雑になっていく現代。世の

中の多くの人がキャリア形成に悩んでいて、そのために様々な段階や形でのキャリア支援

が必要な時代と言われています。 

 今後、就労移行支援のサービスにも不可欠になっていくでしょう。 

 

○         キャリア教育のめざすもの。キャリア教育のめざすもの。キャリア教育のめざすもの。キャリア教育のめざすもの。    

    人は、自分の将来を展望するとき、「自分は何をして来たの 

か」「何ができるのか」など自分の過去や現在を振りかえる 

必要があります。 

 そこから自分自身の興味や能力、適性に 

気づくこと。そしてその気づきから、「自分 

の人生の選択肢や可能性をひろげる力」を 

育てるのがキャリア教育の目的ではないで 

しょうか。 

    

 

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 パンドパンドパンドパンドララララ 
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少し前までは厚手のコート無しでは外にも出られなかったのに、いつの間にか春物の服へ衣替えする頃になっ

てきました。そして今年は桜もあっという間に散ってしまった気がします。 

皆さんはお花見できましたか？ 私はちょっとだけ、夜桜を見に行けました(笑) 

桜はもう葉桜になってしまいましたが、オサカナバール ガッツでは、まだまだ歓送迎会特別プランをテンション

満開で継続中です☆ 

 

    

    

    

    

    

    

・ランチ営業の終了・ランチ営業の終了・ランチ営業の終了・ランチ営業の終了    

・・・・定休日の変更（火曜日→水曜日）定休日の変更（火曜日→水曜日）定休日の変更（火曜日→水曜日）定休日の変更（火曜日→水曜日）        毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    

誠に勝手ながら、 ディナー営業のお魚メニューを更に充実させる為、2014 年 4 月 1 日をもちまして  

ランチ営業を休止させて頂くこととなりました。  

当面の間、ランチ営業時間は、魚の仕入れ・仕込みに あてさせて頂きます。 

お客様のご理解と、変わらぬご愛顧の程、 よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

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!からのお知らせからのお知らせからのお知らせからのお知らせ 

営業時間営業時間営業時間営業時間    

ランチ……休止ランチ……休止ランチ……休止ランチ……休止    

ディナー…ディナー…ディナー…ディナー…17:0017:0017:0017:00～～～～24:0024:0024:0024:00（ラストオーダー（ラストオーダー（ラストオーダー（ラストオーダー23:3023:3023:3023:30））））    

ご予約・お問い合わせご予約・お問い合わせご予約・お問い合わせご予約・お問い合わせ    

〒〒〒〒448448448448－－－－0037003700370037    

刈谷市高倉町刈谷市高倉町刈谷市高倉町刈谷市高倉町 1111－－－－205205205205☎☎☎☎0566056605660566－－－－91919191－－－－5945594559455945    

 

・ワイワイ飲み会コース・ワイワイ飲み会コース・ワイワイ飲み会コース・ワイワイ飲み会コース        御一人様￥２，９８０御一人様￥２，９８０御一人様￥２，９８０御一人様￥２，９８０    

・ウキウキ豪華コース・ウキウキ豪華コース・ウキウキ豪華コース・ウキウキ豪華コース            御一人様￥３，９８０御一人様￥３，９８０御一人様￥３，９８０御一人様￥３，９８０    

どちらのコースも飲み放題１時間付きです！ 

※要予約（４名様以上より） 

※無料送迎承ります（４名様～１８名様まで／要予約） 

そして、昨年大好評を頂いた「ＢＢＱコース」が復活！  

ご友人と、ご家族と、職場の仲間と、ガッツのテラスでバーベキューいかがですか？ 

詳細はお電話又は店頭にて。 

※※※※TwitterTwitterTwitterTwitter アカウントアカウントアカウントアカウント    →→→→    @osakanabarGUTS@osakanabarGUTS@osakanabarGUTS@osakanabarGUTS    
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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。    

◆野畑千榮様 ◆神谷文子様 ◆原口篤志様 ◆青葉信子様 ◆丹羽満様 ◆鈴木辰範様  

◆山田鈴也様 ◆吉川文子様 ◆諏訪浩幸様 ◆矢形弘子様 ◆坂倉清子様 ◆面高俊文様 

◆作田一博様 ◆平田佐奈恵様 ◆松下恭規様 ◆塚本博幸様 ◆近藤健治様 ◆岡田共市様  

◆竹中友見様 ◆本石勝馬様 ◆宮本富久様 ◆町浦陽子様 ◆森久美子様 ◆沢井宣利様 

法人賛助会員法人賛助会員法人賛助会員法人賛助会員の皆様、ありがとうございます。の皆様、ありがとうございます。の皆様、ありがとうございます。の皆様、ありがとうございます。    

◆ビレッジ開発株式会社様 ◆株式会社デンソー機工様 ◆株式会社デンソーユニティー様 

◆株式会社アシスト様 ◆NPO 法人かた～ら様 

 

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。    

◆デンソー養技会様 ◆奥田英子様 ◆神谷隆也様 ◆堀尾光男様 ◆野村勝念様 ◆竹中道治様 

◆岩崎智様 ◆吉田幹様 ◆川口佐織様 ◆加藤義宏様

 

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 

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 2７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） 
 

◆ 株式会社デンソーファシリティーズ様 ◆ 岡崎信用金庫様 

 


