
2015年 11月 日発行 増刊通巻６７号 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

「ふれあいファーム さつまいも収穫祭 2015」にて 

■第 61 号内容■ 2015 年 11 月 日発刊 

 

代表理事からのメッセージ ・・・・・・・・・・・・・2 

お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3～4 

２つのセクションからの活動報告 ・・・・・・・・5～6 

・ 就労継続支援Ａ型 おかし工房パンドラ 

・ 就労移行支援 S&J パンドラ  

賛助会員募集のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

 

発行：認定 NPO法人パンドラの会 

〒448-0011 刈谷市築地町 1 丁目 5 番地 4 

T E L：0566-25-3012   F A X：0566-23-4373 

U R L：http://npo-pandora.com 

E-Mail：info@npo-pandora.com 

 

VOL.6７     発行：2015 年１１月   日     編集：認定 NPO法人パンドラの会 

パパパ ンンン ドドド ラララ 通通通 信信信   



2015年 11月 日発行 増刊通巻６７号 

 

 

 

2 

＜共生社会の実現を目指して！！＞ 
早いものでもう今年も残すところ 1 か月あまりとなりました。おかし工房は年内最大のイベント「ク

リスマス商戦」に突入します。今年もクリスマス商戦を無事迎えられるのも、パンドラの会を支えて下

さる多くの皆様のお蔭だと感謝しています。 

経営の厳しさに直面したこの 2 年間は、改めて何を目的に設立し活動を続けてきたのかを、真剣に考

える機会となりました。知的障がいがあっても元気に働ける場を提供し、彼等にその働きに見合った対

価を渡す、その理念実現のためこの会を設立しました。そしてこの会を存続させるため、親たちの必死

のン努力とスタッフの過剰ともいえる労働によってこの 10 年突っ走ってきました。これからも厳しい

経営が続きますが、設立時の理念を忘れずに進んで行きたいと思います。 

憲法第２７条・２８条には日本国民の働く権利が認められています。しかし、今は健常者でさえ低賃

金や労働環境の悪さにより、この権利から疎外されている人がいます。ましてや障がい者であれば現実

はもっと悲惨です。 

働く女性が多くなてきた今日、やっと女性が働きやすい職場作りが叫ばれるようになり、いろいろな

制度が充実してきました。これは今までの男性社会の中で頑張ってきた女性たちが、自分たちの力で勝

ち得たものではないでしょうか？家事育児をこなしながら職場では男性と同じように働く、そんな女性

たちがいたからこそ社会が大きく変化してきたと思います。会社にとってかけがえのない人材であった

故に、会社側も彼女たちを引き留めようと働きやすい職場の環境改善に力を注いできたのです。 

知的・精神障がい者もこの女性たちのように今は働く場が少なく、恵まれた職場環境があるわけでは

ありませんが、知的・精神障がい者自身が働くことに誇りを持ち、懸命に頑張れば今よりも少しは環境

が改善されるのではないかと思います。以前よりも障がいについて理解を深めようとする企業が増えて

いることは事実です。法律も来年度から障害者雇用率は 2.0%と変わらないものの、雇用促進等に関す

る法律の一部改正が行われ、障がい者差別の禁止がうたわれます。これは雇用における障がいの種別を

理由とする差別的取扱いを禁止することで募集・採用の際、障がいの種別を指定できなります。この他

にも合理的配慮の提供義務・苦情処理・紛争解決援助などが明記されます。 

この法律の一部改正に依り、今まで身体障害者だけで障害者雇用率を達成してきた企業は今後、精

神・知的の障害者への雇用を広めてゆくと考えられます。これは知的・精神障がい者にとって大きなチ

ャンスでわれわれ知的・精神障がい者を支援する団体にとっても良い人材を送り込む追い風になると思

います。 

しかし、送り込む人材があればのことで、精神障がいの手帳ををもっている方の多くは、社会とのかか

わりを今まで絶ってきた方も多く、能力的には高いのですが常識的なこと・頑張る力・コミュニケーシ

ョン能力などが非常に劣っている場合が見受けられます。同じように知的障がい者の場合は甘えが多く、

我慢する力が不足している場合が多いようです。現状のまま就職してもよき人材として企業に認められ

ず「やっぱり障がい者はね？」というレッテルを貼られて相手にされなくなってしまいます。このよう

なことを避ける為にも就労移行支援事業所 S&J パンドラでは、２年間でしっかりとした人材に育てて

から企業に送り出し、企業さんに喜んでいただけるよう努力していきたいと思います。そしてパンドラ

から雇用した障がい者は素晴らしいと言っていただける企業様がこの刈谷市周辺に沢山出来れば大変

喜ばしいことです。よき人材を送ることにより障がい者雇用への偏見も少なくなるでしょうし、障がい

者雇用がもっと広がってゆくことに期待します。             

代表理事  岡部扶美子 
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8 月 25 日に認定 NPO 法人パンドラの会 平成 27 年度定時総会を無事に終えることができました。 

26 年度収支決算・事業報告 平成 27 年度事業計画・予算すべて承認されました。 

2002 年 NPO 設立時より 12 年理事をして頂いていた株式会社小垣江鉄工所会長の杉浦芳一様が 

刈谷市社会福祉協議会会長として就任されたため、今期で理事を辞任、株式会社ビレッジ開発社長下 

村幸夫様がご多忙の為、社長様に代わり株式会社ビレッジ開発の早瀬道治様が理事に就任、新たなス 

タートを切ることになりました。新しいパンドラメンバーも増え、少し軌道に乗ってきたパンドラの 

会ですが、まだまだ以前のような事業状態ではありません。今後もメンバー全員一丸となって、安定 

した経営に向かって頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定 NPO法人パンドラの会 

平成２７年度定時総会無事終了 

２０１５年度「ふれあいファーム さつまいも収穫祭」 

地域生活支援 S&Jパンドラ日中一時支援事業 

アイシン精機(株)様・(株)豊田自動織機様

の社会貢献活動の一環として行われました

「ふれあいファーム さつまいも収穫祭」

にご招待していただきました。多くのさつ

まいもを収穫や試食ができ、皆さん大喜び

でした。次回も、是非参加させていただき

たいと考えております。 

ありがとうございました。 

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、その他からも多く

の利用者に利用され楽しいひと時を過ごしています。 

午前中の料理作りから始まり、午後はダンス・スポーツ

ジム・映画鑑賞・屋外イベント参加など、さまざまプロ

グラムで皆様のご参加をお待ちしています。 

★興味のある方はお気軽にお問い合わせください★ 

｜問い合わせ先｜S&J パンドラ 

0566-91-5416（坂口まで） 
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 10 月 31 日・11 月 1 日に渡り、スペシャルオリンピッ

クス日本 東海・北信越ブロック夏季ブロック大会が愛

知県で行われました。刈谷市総合体育館・ウイングアリ

ーナ刈谷がメイン会場となり、水泳・サッカー他 6 競技

が行われ、アスリートと呼ばれる知的発達障害の方が選

手として 380 名参加、ボランティア 500 名その他コーチ 

家族など多くの方のお蔭で無事開催されました。この大

会の為に沢山の企業様からも社員ボランティアや会場の

無償提供などがあり、恵まれた環境での開催になりまし

た。 

 スペシャルオリンピックス(SO)とは「知的障がいのあ

る人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発

表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的

なスポーツ組織です。SOは非営利活動で、運営はボラン

ティアと善意の寄付によっておこなわれています。その

使命は知的障がいのある人たちに年間を通じて、オリン

ピック競技種目に準じたさまざまなスポーツトレーニン

グと競技の場を提供し、参加したアスリートが健康を増

進し、勇気をふるい、喜びを感じ、家族や他のアスリー

トそして地域の人々と、才能や技能そして友情を分かち

合う機会を継続的に提供することである。」（公益社団法

人スペシャルオリンピックス日本・愛知ホームページよ

り引用）と謳っています。http://son-aichi.jp/ 

 

このイベントに参加して感じたことは、本当に素晴らし

い活動で知的発達障害のある方やその家族はとても感謝

しています。 

 

パンドラからは、アスリートとして岡部佳史さんがデニ

スに出場、銀メダルを獲得されました。おかし工房パン

ドラはアリーナ会場で 2 日間お菓子の販売で参加させて

いただきました。 

皆様ありがとうございました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年スペシャルオリンピックス日本 

東海・北信越ブロック夏季ブロック大会 in愛知 
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沢山の秋のイベントに参加させて頂いています。 

 販売ボランティア不足で困っていた中、平成 25 年より

トヨタ車体株式会社様新人研修の社会貢献活動として、

販売ボランティアに総勢 28 名の新人社員さんを送って

くださいました。そのお蔭で、今年も無事にバザーに参

加することができました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慈恵福祉専門学校生の実習生 

刈谷市内中学校職場体験学習の受け入れ 

パンドラのハイエースを寄付していただきました！ 

慈恵福祉専門学校の介護実習生４名と中

学校の職場体験学習生徒の受け入れを行い

ました。とても、一生懸命に障害のある方と

の関わりを持っていただけて嬉しく思いま

す。実習中だけではなく、その後も障害者を

身近に感じ、障害のある方の能力を認め、関

わりをもっていただけると嬉しいです。 

2002 年渡邊機械株式会社様より寄贈頂い

たハイエースが廃車になり困っていたパン

ドラの会に、株式会社デンソー様のデンソー

ハートフル基金様よりハイエースを寄付し

ていただきました。日中一時支援事業・おか

し販売・野外活動などに、とても役に立って

います。今後も、大切に使わせていただきま

す。 

本当に、ありがとうございました！！ 

今年もトヨタ車体株式会社様の社会貢献活動               

（販売ボランティアさん）に感謝！ 
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おかし工房パンドラが設立する前、パンドラの会が立

ち上がった時から支援を頂いていた半城土の洋菓子

フォーレのオーナー杉浦  様がご自分で決められて

いた 20 年を期に、今までののフォーレ様の場所をお

弟子さんに譲り、次のステップとして 新店舗を作ら

れることになりました。 

今のおかし工房があるのはひとえに杉浦様のお蔭で

す。「良い材料で美味しいものを一所懸命作っていれ

ばお客様はついてきてくださいます。」そう教えていた

だいてから 19年いちずに守ってきました。 

長い間有難うございました。又これからもよろしくお願

いします。 

           

 

 

 

 

 

 

 

おかし工房パンドラ 

 

２２２つつつのののセセセクククシシショョョンンンののの活活活動動動報報報告告告   
 

活
at
u  

動 報 各セクションの活動状況をご報告します！ 

告 

Activity report from three sections 
999 月月月～～～111111 月月月   

★クリスマスケーキ予約開始★ 

今年もクリスマス商戦がはじまりました。 

おかし工房パンドラでは、こだわり抜いた素材で作る 

「無添加手作りケーキ」で皆様のご予約を受付中です。 

詳しくは、別紙のクリスマスのチラシをご覧ください！ 

皆様からのご予約お待ちしております！ 有香ちゃん 

まだまだ続くバター不足 

全国的なバター不足が、まだまだ続いています。開店当初からお菓子に

は、北海道よつ葉バターを使用していますが、なかなか手に入らないのが

現状です。バター不足は、ケーキ屋にとってとても深刻な事態です。 

バター不足は、いつまで続くのでしょうか。 

洋菓子フォーレ様 新店舗へ 

モオー 
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強みを生かし、仕事＝自信をつかめ！！ 

～ 試行錯誤の末、初実習でチャンスをつかんだ Aさん ～ 

 

Aさん（アスペルガーと診断）は高校卒業後、

他の A型事業所を経て、うちに来られたのが２

年ほど前。 

人一倍まじめで就労意欲も高く、特に公文式学

習には『学び直しができるのが嬉しい』『公文

は集中して取り組め、難しい問題を解く達成感

が得られます』と熱心にとりくまれてきまし

た。一方で『人と上手く関われない』『無理し

て頑張らないと就職できない』との不安や焦

り、さらには周りの声などの刺激に過敏になり

度々体調を崩し休んでしまうことがご本人の大きな悩みでした。 

 

チャレンジと失敗を繰り返し「自分はダメな人間だ」「所詮就職なんて無理だった」と自暴

自棄になられたことも数え切れません。でも、彼はあきらめませんでした。そこから得ら

れた情報を元に、たどり着いた結論は、 

① 底的に強みを生かす 

② 集中できる環境づくり、このの２点でした。 

 

具体的には ①は「データ入力」に特化した仕事探し、 

②は短時間就労（２時間／日）・作業中は防音イヤーマフを使用  

この３ヶ月間、毎日入力トレーニングに励んでもらいました。 

そして先日、いよいよ条件に合う会社さまとの出会いから２週間の実習を行いました。 

そこには生き生きと作業に取り組む Aさんの姿がありました。会社の方は「うちのスタッ

フとくらべても何ら遜色ない、もっと伸びる可能性を秘めている」との高い評価。そして

「うちの仕事では彼の障害は見えない」「うちも初めての経験（実習）で不安でしたが、こ

んな良い方に実習に来ていただいて嬉しいです」との言葉に、“強みを生かす”ことの大切

さを実感しました。 

これから短時間トライアル雇用制度等を活用しながら、今後もご本人の 

変化の応援を楽しみにしています！ 

 

就労移行支援 S&J パンドラ 



2015年 11月 日発行 増刊通巻６７号 

 

 

 

8 

＜ メンタルヘルス勉強会「自分も相手も大切にする自己表現法」＞ 

           ～訓練生の就職された会社で行いました～ 

 

さる９月、数ヶ月前に精神障害を持つ利用者様が就職された会社からの依頼で、役員や管

理職の方々を対象とした勉強会を行いました。 

 実は就職前にも、現場の従業員様向けに

「精神障害とは何か」のテーマで基本的な

知識と対応の仕方の勉強会を行っていま

す。 

 

 今回のテーマは“アサーション”（自己

表現法）。準備する中で、実際に今、多く

の会社で従業員向けにメンタルヘルスと

してアサーション講習が行われているこ

とも知りました。 

 

そして基本的な内容は、いつも訓練生向けに行うプログラムと一緒にしました。 

 精神障害というと、どうしても自分とは関係の薄い遠い問題と感じられがちです。 

しかしアサーションは、障害の有る無しに関わらず、すべての人の問題です。 

  

約２時間、とても熱心にグループワークにも参加いただきました。 

 

『“変えようとするな、理解しようとせよ”を自ら実践し、（障害の方だけでなく）会社全

体に啓蒙していこうと思います』との感想もいただきました。 

大変嬉しく思いました。 

 『聞くこと・伝えることの大切さ』。訓練生の皆さまが安心して働ける環境づくりのため

にも、今後このような活動も充実させていきたいと思っております。 

 

所長 坂口伊久磨 
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個人賛助会員の皆様、ありがとうございます。（順不同） 

◆小田修司様 ◆久保田好明様 ◆鈴木宜代子様 ◆丹羽満様    ◆山田竜一郎様 ◆吉田様 

◆神谷芳磨様 ◆牧野清光様  ◆服部智子様  ◆堀尾光男様   ◆渡邉治様   ◆武市雅也様 

◆与田茂子様 ◆作田かずみ様  ◆小山広志様  ◆五十川道博様 ◆山口一行様  ◆船橋義昭様 

◆山本幸江様 ◆鈴木千歳様 

 

運営会員の皆様、ありがとうございます。（順不同） 

 ◆大嶌誠司様 ◆面髙俊文様 ◆加藤義昭様 ◆蟹江由幸様 ◆川崎真弓様  

 ◆鈴木昌子様 ◆都築久恵様 ◆中島由恵様 ◆早瀬道治様  ◆神谷隆也様 

◆中島義則様  ◆早川長次様  ◆早瀬道治様 ◆藤井清司様 ◆青木剋幸様 

◆八橋優美子様  ◆浮城眞智子様  ◆岡部崇生様 ◆岡部扶美子様 

 

法人賛助会員の皆様、ありがとうございます。（順不同） 

 

◆シマツ株式会社様 ◆公益財団法人豊秋奨学会様 ◆ビレッジ開発株式会社様 

◆丸竹コーポレーション株式会社様 

ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。（順不同） 

◆デンソーハートフル基金様 ◆株式会社小垣江鉄工所様 ◆堀尾光男様 ◆中島義則様 

◆神谷文子様 ◆矢田部寿子様 ◆平田佐奈恵様

 

ろうきん NPO 寄附ｼｽﾃﾑ引落会員の皆様、ありがとうございます。 

◆青葉信子様 ◆浅井貴仁様 ◆石黒早希様 ◆石田真也様 ◆伊藤理佳子様 ◆大田富美様  

◆岡村悠衣様 ◆春日井彩様 ◆北村典子様 ◆熊井基之様 ◆鈴木辰範様 ◆高橋清通様 

◆玉田孝司様 ◆築山津江美様 ◆得猪佳代様 ◆永島彩朱様 ◆野村朋子様 ◆橋本和佳様  

◆長谷川実希様 ◆林葉子様 ◆樋口敏弘様 ◆平松賢人様 ◆藤井昌弘様 ◆牧野久美子様  

◆水野祐樹様 ◆明神篤様 ◆山田鈴也様 ◆山田直子様 ◆山本健太様 ◆吉川文子様 

 

 

 

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！ 

 

平成 24 年 9 月に認定 NPO 法人に認定されているため、寄付控除が受けられます。 

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）  

◆ シマツ株式会社様 ◆ 株式会社ジェイテクト様 ◆ 豊田合成株式会社様  

◆ 株式会社ミック様 
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「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 2８年 1月末に送付させていただ

きます。 

確定申告には領収書が必要になりますので大切に保管してください。 

平成 24年 9月に認定 NPO法人に認定されているため 

個人が認定 NPO法人に寄付（賛助会費）をすると税金が還付されたり、減

額されます。 

尚この制度を利用するには確定申告が必要です！ 
 


