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「これからの事業展開」 
 

2017年の新たな年の始まりです。本年もよろしくお願い致します。 
新年早々、S&Jパンドラの訓練生二人の就職が決定しました。二人とも S&Jパンドラに来て 2年未

満で、株式会社魚国様と株式会社デンソー様の特例子会社デンソーブラッサム様に就職が決定しました。 
本人達も大変喜んでいますが親御さん達がほっとされたようです。一人の方は高校卒業後就職しました

が職場で無理をした為身体を壊して離職、その後何年間も就職が出来ていませんでした。二人ともこの

2 年足らずの間に前向きになり、自分に自信が持てるようになったのだと思います。多くを親に頼って
いた方が親に頼らず、まずは自力で通勤することからスタートし、この 2年間で何事にも積極的に立ち
向かう姿勢を身に着ける事が出来るようになりました。家族以外の人たちが心からその人の将来を考え、

寄り添い励まし、手助けをしてくれる人が傍にいれば、一度は社会に出るのを諦めかけても、もう一度

やってみようというチャレンジする気持ちが湧いてくるのだと思います。そんな方々をこれからも沢山

社会に送り込んで行きたいと思っています。 
障がい者雇用を社会全体で考えて行かねばならない時が来ています。企業も障がい者雇用を進めなけ

ればならない必要性は判っていますが、その一方でその障がい者をどの職場に送り込み、社員達と上手

く仕事をしてもらうかについては悩んでいます。今までは比較的対応が楽な身体障がい者を中心に雇用

してきましたが、昨年障害者差別禁止法が成立したことで、今まで雇用が難しかった知的障がい者・精

神障がい者・手帳を持った発達障がい者についても積極的に雇用しなけならなくなりました。しかし身

体障害者以外の人たちについては、専門的知識がかなり必要で、ソフト面での支援がその中心になって

きます。今彼らの働き方について企業側も模索しているのではないでしょうか。 
労働力不足の時代となり、最近企業求人広告を多く見るようになりました。働きたい子育て中の女

性・障がい者・老人・病後の方達がそれぞれに見合った働き方が出来ればもっと労働力は増えると思っ

ています。 
おかし工房パンドラは、2000年から 16年間重度の知的障がい者と共にお菓子を作り販売してきまし

た。障がい者と言えども妥協を許さず、食品を作っているという自覚と責任をもってもらうように厳し

く指導してきました。大手企業様との取引の中でも、今までに一度も怪我やお客様との間に問題は起き

ていません。この業績は大変すばらしく自慢できることだと思っています。重度の知的障がい者を相手

に本物の商品を作ることは想像以上に大変です。ややもすると「そこでじっとしておいて」と障がい者

に仕事をさせない事も起こり得るのです。そばに付き添い確認しながら、仕事を覚えていってもらうの

に 10 年かかります。障がいの有る方にも作業をしてもらいながら、一般の商品と同じレベルの物を作
るという事は、今さらながらすごいことだと思います。どんな人でもやればできるというパンドラの基

本的な考えのもと、現場で指導をしてくれているスタッフに心より感謝しています。今後はこのノウハ

ウを知的障がい者、精神障がい者、を雇用しようと考えている企業様に伝え、彼らの雇用に役立てて頂

けないかと思っています。企業様はおそらく「おかし工房パンドラ」で働いていたような重度の知的障

がい者を雇用の対象には考えていないと思いますが、私たちが培ってきたノウハウはとても役立つと思

います。今迄のノウハウをまとめ、世の中に役立てて頂ける事業として展開して行けたらと考えていま

す。 
今後とも皆様のご支援・ご協力よろしくお願い致します。 

代表理事  岡部扶美子 
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第２３回福祉ふれあいフェスティバルｉｎシャインズ 

において毎年ダンスを披露しています。 

今年は、星野源の「恋」を踊ります！ 

ダンスが得意な人も苦手な人も、 
一生懸命に練習に励んでいます。 
毎年、大好評のパンドラの会のダンスです。 

ぜひ ご期待下さい!! 
 
 
 
地域生活支援事業日中一時事業が、皆様に定着し行われるようになりました。 

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、気軽にお問い合わせ下さい!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

明けましておめでとうございます！ 

イベントへ向けてのダンス練習★ 

問い合わせ先： 

S＆Jパンドラ 
電話番号：0566－91－5416 
アドレス：sjpandora@nifty.com 

パンドラの会にご協力いただいている皆様へ 

 昨年中は、皆様に大変お世話になりました。 
今年も、パンドラのスタッフ一丸となり障がいを持たれた方への 
よりよい支援を行っていきます！ 
今年も、変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

★ 日中一時支援事業 予定表（２月） ★ 
 

２月 ４日(土) 料理＆ダンス 

１１日(土) 料理＆映画鑑賞 

２５日(土) 料理＆ゲーム 

恋ダンス練習中 

地域生活支援 S&Jパンドラ日中一時支援事業 

mailto:sjpandora@nifty.com
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Activity report from two sections 
★２つのセレクションの活動報告★ 

 

 

 

 

＜クリスマスケーキ販売実績＞   １,０１０，０００円 

ご協力ありがとうございました！ 

 

 

今年もバレンタイン・ホワイトデーの時期がやってきました！！ 

おかし工房パンドラでは、毎年こだわり抜いた材料と製法で 

皆様からの注文をお待ちしています。 

今年もバレンタイン・ホワイトデーは、 

おかし工房パンドラのチョコレートを!! 

バレンタインのご予約を受付中です。 

申し込み期間は２月 10日（金）  
（チラシより少し期間を延ばします） 

 

 

 
 
 

1月 17日～19日の 3日間 
中学校体験学習の一環で刈谷市立雁が音中学校2年生の生徒さん 

３名をおかし工房パンドラで体験学習をしていただきました。 

障がいのある方と共にお菓子つくりを体験し、障がいのある方も 

仕事ができることを知って頂けたと思います。 

お菓子作りを楽しんでいる様子がほほえましく思えました 

 

 

パンドラのバレンタイン＆ホワイトデー 

おかし工房パンドラ 
12月～２月 

中学校の職場体験学習の受け入れ！！ 

大口のご注文ありがとうございました！ 

実習生 

 
ご予約は 

お早めに！！ 
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★株式会社 豊田自動織機 様   

★株式会社 ナゴヤキャッスル 様 

★株式会社 豊田自動織機 長草工場様 

★株式会社 デンソーウェーブ 様 ★株式会社デンソー機工様 

★株式会社 シャインズ 様    ★東海労働金庫 刈谷支店 様 

 

＊順不同で記載させていただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月に2人の就職決定者がありました。 

 

株式会社魚国総本社 名古屋本部様 

 

実習は平成 26年 8月と 11月に各 10日間行われ、2

回とも高い評価を受け、1月16日より 

アイシン精機株式会社社員食堂での現場で採用されま

した。 

仕事内容は調理補助でサラダの盛り付けや、トレーの

整理などで周りの方々にも溶け込んで 

とても生き生きと働かれています。 

 

 

株式会社デンソー特例子会社  株式会社デンソーブラッサム様 

 

実習は平成26年11月30日から6日間行われ多くの応募者の中、内定を頂き平成29年 

4月1日より採用されることになりました。 

仕事内容は、社内メールの仕分け、集配、発送 オフィス清掃等でまだ配属は決定して 

おりません。 

   S&Ｊパンドラに通う日も残り少ないですが、多くのことを学び充実した日々を送っています。 

 

S&Jパンドラ 

就職おめでとうございます！ 

S&Jパンドラ 卒業式 
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 「コミュニケーションを楽しく試すワークショツプ」 

〜サードプレイス（第三の居場所）新事業スタート！！〜 
  
 発達障害のある人の中には、コミュニケーションの生き辛さ（苦手意識、経験不足）ゆえに仕事が続

かない人も多くいると言われています。 
 私たちは、「就職後も元気に働き続ける人を増やすこと」を目指し、デンソープロボノプログラム助

成を受けながら、半年前より準備をすすめてまいりました。 
 家でも学校でも会社でもなく、利害・しがらみ・人間関係の影響がほとんどない場所をサードプレイ

ス（第三の居場所）と言いますが、ここは、生き辛さを抱える人たちが安心して、ゆっくりと、ユニー

クな自分らしさを取りもどし自己肯定感を得る「いいところ探し」を行うワークショツプです。 
 コミュニケーションというと、どうしてもコツやテクニックが重視されがちです。 
 しかし、私たちはコミュニケーションにまず大切なのは「場数・経験・楽しい成功体験」と考えます。 
 まずは試してみませんか？そして出来れば一緒に続けていきませんか？とご提案しています。 
 
 スポーツに例えれば、今流行りのマラソンもまずは誰でも歩くことからです。じっくり１〜2 年と練
習を続ける中で、まず走ることが楽しくなり、ついには普通の人がフルマラソンを走れたりします。 
 その一方、途中で挫折する人が多いのも事実。原因はその人のやる気や能力と思われがちです。「や

っぱり自分はダメだ…」「あいつは根性がない」「やる気や能力のある優れた人間だからやれる」等々。 
 しかし行動分析などの研究では、人が行動を起こしたり行動を続けていけるかどうかは、性格や能力

より、仕組みや工夫などの環境が大きいと言います。例えば、無理のない計画、楽しみ、達成感、仲間

の存在などです。 
 私たち自身、ここが「場数・経験・楽しい成功体験」となる仕組みや工夫を、みなさんと一緒に試行

錯誤しながら創っていきたいと思います。 
 
 試してみることで、続けていくことで、コミュニケーションの「基礎体力」や「免疫力」といったも

のが身につき、『コミュニケーションって楽しいな！』と思える人が少しでも増えていくことを願って

います。                     
（所長 坂口伊磨） 

✳� 追記：本事業について 2017年度「かりや夢ファンド」助成事業の採択をいただきまし
た。この場をお借りして市民の方々に感謝申し上げます。 
デンソープロボノプログラム助成事業を引き継ぐ形で 2017年 4月以降もこのワーク 
ショツプを毎月 1回開催してまいります。 
詳しくはおってお知らせいたします。 

          
   

 S＆Ｊパンドラ 
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個人賛助会員の皆様、ありがとうございます。 

◆原口篤志様 

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  ◆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  ◆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  ◆野村朋子様  ◆野口真哉様  ◆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  ◆渡辺健斗様 

ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。 
◆加藤敏夫様  ◆岩崎 智様  ◆平田佐奈恵様

 

パンドラの会は平成 24年 9月に認定 NPO法人の為 

寄付控除が受けられます。(詳しくは市の税務課にお問い合わせください) 

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！ 

 
「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。 


