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「障がい者支援事業の現実と私達の歩む道」 

 

 

この春、おかし工房で７年間働いていた統合失調症の男性が就労移行支援事業所 S＆J パンドラに移り

一般企業への就労を目指したいとの強い意思表示がありました。おかし工房の支援スタッフ達は、 

いろいろな思いもありましたが、喜んで彼の新しい門出を応援することになりました。彼がおかし工房

パンドラに入った当初は、病状がいろいろあり、その病状に合った支援が必要でしたが、仕事に取り組

む姿勢が真面目で知的障がいの仲間に対して、とても優しく自然な接し方する姿を見て、一緒に仕事が

できると感じました。3 年目には仕事を任せられるようになったことを評価し、正社員として再契約を行

ないました。正社員になったことで彼は一層仕事に励み、障がい者とは思えないような働きぶりを見せ

てくれました。 

障害者総合支援法の中の就労継続 A 型事業所の本来の姿は、「おかし工房パンドラ」だと思います。国

が求めているのは福祉支援を受けながらも社会保険に加入し、社会のために活躍出来る障がい者を増や

すことだと思います。ところが残念なことに現実はこの制度をうまく利用しつつ私利私欲に走る事業所

が多く現れてしまいました。今ではおかし工房のように真面目に就労継続 A 型事業に取り組んでいる事

業所は数少ないものになってしまいました。本来の趣旨から逸脱した A 型事業に対し、国も対策に乗り

出しいろいろな締め付けを始めたところ、今度は B 型事業所が増え始めました。B 型事業所は雇用関係

を結ばず最低 3000 円/月の手当てを支給すれば法には触れない為、事業所としてはいろいろなサービス

を付けても黒字運営ができます。障がい者の人数が多い程利潤が増え、中には「自宅までの無料送迎、

立ち仕事なしの軽作業、昼食無料」を売りにして障がい者を集める事業所もあります。私にはこのよう

な事業所が障がい者のことを真剣に考えているようには思えないのですが…。その一方でこの事業所の

存在で助かる方もみえるのも事実です。福祉を受ける側が選択することができる時代になったことは、

喜ばしいことだとは思いますが、何かしら「しっくり来ない」のは私だけでしょうか。 

障がい者が生き生きと生活していくことを支援するということは、彼らを決して楽な方向にだけ進め

ることではないと思います。自力で通勤することや力仕事、体に負担がかかる仕事もできる限り頑張っ

てするからこそ、仕事を通して学び、社会人として育っていくのだと思います。障がい者支援は老人介

護とは全く別の福祉です。家族にも負担はたくさんあるかとは思いますが、安易に選ばず将来のことを

考え方向を見出してもらいたいと思います。 

この 7 月から、S&J パンドラは今まだ支援が制度として確立していない発達障がい者の支援を 

株式会社デンソー様のプロボノメンバーと一緒にスタートさせます。 

そして私達パンドラの会は、これからも元気で活躍出来る障がい者の育成と支援に力を入れて 

行きたいと思っています。 

皆様のさらなるご協力をよろしくお願いいたします。 

代表理事  岡部扶美子 

 

＊障害福祉サービス  

    「就労継続支援 A 型事業」   事業所と雇用契約を結び最低賃金以上で働く 

（事業者は最低賃金除外は申請可） 

「就労継続支援 B 型事業」   事業所と雇用契約は結ばず最低 3000 円/月以上で働く 
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４月４日(月)に、NPO法人パンドラの会の新人 

メンバーの入所式が行われました。 

代表理事の話を真剣に聞いた後、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。 

それぞれが「目標に向かって努力していきます」 

という強い意志を感じることのできる入所式でした。 

当日は雨の為、S＆Jパンドラにて「上々」さんの 

美味しい花見弁当を食べ、亀城公園へお花見移動！ 

花見をした後は、毎年恒例の個人戦ボーリング大会。 

今年も白熱した戦いが繰り広げられていました。 

また、普段話すことのないメンバーと話しも弾み、笑

顔と笑い声の絶えない一時を過ごすことができました。 

 

 

 

 

 

2月 21日(日)、第 22回福祉ふれあいフェステバル 

ｉｎ シャインズに参加、今年も鳳を務めさせて 

いただきました 

障害福祉分野の地域交流を図るため、刈谷市社会 

福祉協議会様、豊田自動織機様共催で毎年開催される 

イベントです。そのイベントにパンドラダンサーズが 

今年も登場しました！ 

今年は なんと・・・・・ 

♪「One Direction：What Makes You Beautiful」♪ 

榎本郁美先生の指導の下、毎日特訓した成果を皆様の

前で披露し 会場を大いに盛り上げました。 

ダンスの後は、待ちに待ったお食事に舌鼓を打ち 

大満足の一日でした！ 

お料理とても美味しかったです。 

 

 

 

  平成２８年度 入所式＆お花見・ボーリング大会 

第 22回福祉ふれあいフェスティバル inシャインズ 

パンドラダンスを披露！！ 

イベント運営スタッフのみなさん 

ありがとうございました！！ 
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６月１２日に開催されたトライアスロン競技

「アイアンマン 70.3 セントレア知多半島ジャパ

ン」にＳ＆Jパンドラの坂口所長が出場すると 

あって、パンドラメンバーで応援に出かけました。 

所長以外の選手の方にも声を張り上げ声援を 

送りながら、一生懸命、限界の挑戦をしている 

選手をまじかに見て、パンドラメンバーも何かを

感じてくれたことと思います。 

 

ゴールで坂口所長と合流 

 

 

 

 

６月２５日に刈谷市総合運動公園で行われた 

「チャリティー ジョグ＆ウォーク」に 

パンドラの会メンバーで参加しました！ 

普段、あまり運動されていない方もいましたが 

楽しみながらイベントに参加されていました。 

来年も、是非参加させていただきます！ 

 

 

 

 

 

 

 

地域生活支援事業 S&J パンドラ「日中一時支援事業」が、ご利用者の皆様に大好評です！ 

毎回、１０名前後の参加者の方々とスタッフが午前中は買い物・料理作り、午後からはダンスやト

レーニングジム、映画鑑賞など楽しい時間を過ごしています。 

興味のある方はお問い合わせください！ 

 

 

 

地域生活支援 S&Jパンドラ「日中一時支援事業」大好評！ 

＜問い合わせ先＞ 

S＆Ｊパンドラ    ０５６６－９１－５４１６ 

「アイアンマン 70.3セントレア知多半島ジャパン」 

トライアスロンに坂口所長が出場！！ 

                   応援に行きました！！ 

チャリティー ジョグ＆ウォークに参加しました！ 

イベント運営スタッフの皆様 

ありがとうございました！ 
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 キムラユニティー株式会社様 ・ アイシン精機株式会社様 ・ カリツー株式会社様 

フォナックス株式会社様 ・ 山本幸江様・株式会社ホテルキャスル様 

株式会社デンソーウェーブ様 (順不同) 

各企業様・個人様 株主総会用・お中元用・その他沢山のご注文を頂きました。 

 

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 
４４４月月月～～～６６６月月月   

有香ちゃん 

大口のご注文有難うございました。 

「デンソーはーとふる基金」 

を頂きました。有難うございました。 

2 年前くらいからオーブンの基盤が 3 段とも壊れていましたが、

基盤交換の予算が出来ないまま何とか使用していましたが、 

株式会社デンソー様の「デンソーはーとふる基金」に応募した 

ところ採択して頂き、基盤を 3 つとも取り換える費用約 30 万円を

頂き基盤を新品にさせて頂きました。 

オーブンが蘇ったお陰で、とてもスムーズに作業が行えるようにな

り、作業効率がアップしました。 

株式会社デンソー様のはーとふる社員の皆様有難うございました。 

これからも美味しいお菓子を作ります。 

刈谷市内の小中学校様・刈谷病院様の「あったかハート祭り」など、 

沢山のバザー出店をさせて頂き有難うございました。 

お買い物をしていただいた皆様 ありがとうございました。 

愛知県共同募金会からの助成金で「業務用かき氷機とセルク

ル」を購入させて頂きました。 

皆様の暖かい心に感謝いたします。 
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「デンソープロボノプログラム」に採択されました！！ 

〜刈谷の発達障がいを持つ人の、はたらく「課題」を深掘りし 

「解決策」を考え「実行」します〜 

 

 

『私たちが“やりたいこと”ではなく、この地域で本当に“足りないもの”は何なのか？』『そして、私

たちが強みを発揮できるものは何なのか？』 

 この数ヶ月、ずっとずっと考えていることです。そして簡単には見つからないとても難しい問いです。 

 

 その契機となったのが本プログラムへの応募と今回の採択です。 

 この事業は、デンソー社員の方が仕事で培ったスキルを活用して 

NPO などの市民活動団体の基盤を強化し地域課題の解決にともに 

取り組む「新たな社会貢献活動」です。 

 助成金だけでなく、プロボノ＊として社員を派遣（６ヶ月） 

一緒に地域の課題に対し解決策を考え実行していく 

というのが一番の特徴です。 

 採択の喜びとともに、この事業の社会的重要性への 

責任や期待に身の引き締まる思いです。 

 

応募動機は「変化を求めて」。 

  

 福祉だけでなく世の中は大きく変わっていきます。NPO のような活動は、ややもすると一生懸命さが

自身を世間から「タコツボ化」しがちと言われます。そして環境に対応できない場合、生き物と同様、

組織も生き残れません。 

 刈谷でのパンドラの 20 年の活動を継承し発展させるためにも「変化」が必要。 

 今回、デンソー社員の皆様と長期間一緒に地域の課題に取り組むということは、私たちにとって大き

な大きなチャレンジです。未知の活動への期待とともに不安も正直あります。それでも今回「意味のあ

る偶然」（シンクロニシティ）を強く感じています。 

 “自立とは、「何でも自分でやれること」ではなく、「自分でやれることは自分でやり、出来ないこと

は人に助けを求める力」” 

 いつも S＆J 利用者の皆さんに伝えているこの言葉を、今回は自分自身に贈りたいと思います。 

 活動の経過は、今後 S＆J パンドラのフェイスブックで皆様にお伝えさせていただきます。  

 今後ともデンソーさま始め、地域のいろいろな方々の“助け”を是非お願いいたします。 

 

（文責 S＆J パンドラ所長 坂口伊久磨）  

 ＊プロボノとはラテン語の「公共善のために」の略語で、社会人が専門知識や技能を生かして参加するボラ

ンティア活動を意味します。 
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個人賛助会員の皆様、ありがとうございます。 

◆浅井春男様 ◆有富静枝様 ◆板倉清子様 ◆神谷芳磨様 ◆作田一博様 ◆谷口弘幸様  

◆原口篤志様 ◆尾方悦子様 ◆中島美奈様 

ろうきん NPO寄付システムご利用会員の皆様、ありがとうございます。 

◆青葉信子様 ◆浅井貴仁様 ◆安部周一様 ◆石田真也様 ◆伊藤美紅様 ◆伊藤理佳子様  

◆祝迫智美様 ◆大田富美様 ◆岡村悠衣様 ◆春日井彩様 ◆菊川直矢様 ◆北村典子様  

◆熊井基之様 ◆熊澤智子様 ◆塩川修一様 ◆鈴木 茜様 ◆鈴木辰範様 ◆関山哲平様  

◆高橋清通様 ◆田中 愛様 ◆玉田孝司様 ◆築山津江美様 ◆得猪佳代様 ◆永島彩朱様  

◆丹羽 満様 ◆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 ◆枡田敦子様 ◆松本早希様 ◆水野祐樹様  

◆明神 篤様 ◆村田 哲様 ◆安井勝義様 ◆山口智子様 ◆山田真世様 ◆山田鈴也様  

◆山田直子様 ◆山本健太様 ◆吉川文子様 

ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。

◆河合貞夫様（前号に記載漏れ）◆武知佳子様 ◆堀尾光男様 ◆共同設備工業㈱ 岡本博司様 

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。 

個人が認定 NPO法人に寄付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場合確定申告が必要です！ 

賛助会員を募集しています！ 

 

「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・寄付金のご案内 
一般会員：1 口 2,000 円以上 法人・企業会員：1 口 10,000 円以上 ・寄付金は自由 

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」 振込用紙  同封いたしました 

【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月末に送付させて頂きます。 

ありがとうございます！ 


