
2017年 4月 21日発行 増刊通巻 74号 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■第74号内容■ 2017年4月21日発刊 

代表理事からのメッセージ     ・・・・・・・・・・・・・１ 

お知らせ      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2～4 

２つのセクションからの活動報告 ・・・・・・・・5～7 

・ 就労継続支援B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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

 

発行：認定NPO法人パンドラの会 事務局 

就労継続支援 B型 おかし工房パンドラ 

〒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 

就労移行支援事業所「S&Jパンドラ」 

〒４４８－０００３刈谷市一ツ木町一丁目１番地１３ 

TEL：0566-91-5416 

FAX：0566-23-4373 

E-Mail：sjpandora@nifty.com 

VOL.74    発行：2017年4月21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   

入所式にて 

http://npo-pandora.com
mailto:info@npo-pandora.com
mailto:sjpandora@nifty.com


2017年 4月 21日発行 増刊通巻 74号 

1 
 

＜新年度を迎えるにあたって＞ 
今年の桜は例年になくゆっくりと咲きはじめましたが、見事に満開の桜を見せてくれました。 

春になれば花が咲き、新年度がスタートします。パンドラの会でも他の企業と同様にこの４月から新人を迎

えるとともに、社会へ貢献できる若者２人を社会に送り出すことが出来ました。 
以前にも記しましたが、パンドラの会がこれから力を入れていきたい事業は発達障がい者へのサポート事

業です。この分野は高度な専門的知識と経験が要求され、誰でもできる事業ではありません。このためここ

刈谷市周辺を含めても発達障がい者を専門的に職業訓練できる移行支援事業所はほとんどないと言っていい

でしょう。この事業を進めていくには、有能なリーダーとそれを助ける人でチームを組んで行わなければな

りません。しかし残念ながら福祉分野の人材確保が非常に厳しい現実があります。仮に人材の確保が出来た

としても 2年~3年は育成期間が必要で、他の企業と同様育成するための初期投資が必要となってきます。今、
この初期投資の工面で頭を痛めています。何故当法人が常に資金不足に陥るかと言えば人件費がかかりすぎ

る事です。例えばおかし工房では、障がいの重い人には 1対 1の割合で職員を付け仕事をしてもらっていま
すが、彼らの仕事率は低く、納期を守るには、職員が残業をして納期に間に合うようにしなければなりませ

ん。おのずとして人件費や経費は嵩み利益は少なくなります。こんなことを 15年続けてきました。常に資金
繰りに頭を悩ましつつ、事業を継続させてきたのです。 
私たちは、お金にならなくても彼らに「必要である」と思えば、行政や企業が手を出さない「切り捨てて

しまう」部分であっても「何とかならないか」と自分たちを犠牲にしながら懸命に障がい者の為にいろいろ

なことを行ってきました。例えば S＆Jパンドラから就職した統合失調症の方が、就職したものの 1年半で病
気を再発してしまいましたが、社長さんが理解ある方で、よくなるまで休職扱いをして頂けることになりま

した。本人は入院し治療を続けやがて退院、再度社会復帰の為に S&J パンドラでリハビリを行っています。
しかし、今の制度では休職中では就労移行支援事業の対象者にはならず、本人は勿論、行政からも全く報酬

は入りません。リハビリが本人にとって必要であると考えている私たちはどこからも収入がない中、その方

の将来を考え受け入れています。個人面談は勿論、相談やその他の指導等全て無報酬です。その他にも就職

して 1年以上の方でも月に一度は 1時間以上の面談が必要な方もいます。それもすべて無報酬です。面談料
を本人から取ればよいと思われる方もあると思いますが、そうすれば本人たちはきっと来ないでしょう。そ

して再び会社に行けなくなってしまいます。其のことが解っているから本人からはこれからも費用の請求を

行わないつもりです。その結果、支援者の仕事が増え、残業も増え人件費が嵩んで、当法人の負担となって

襲ってきます。就職継続率 100%という素晴らしい結果の裏には、この手厚いアフターケアがあればこそだと
おもっていますがこの事を本人、家族は勿論、行政もどこまで評価してくれているのか疑問を抱かざるを得

ません。 
刈谷市は 1年間は移行後支援費を支払ってくれますが 2年目からは全くありません。その後は就労支援セ

ンターが支援するようになりますが、本人は我々を頼ってやってきます。私も坂口所長も電話、メール、時

には面談、訪問、会社への問い合わせなどを行っています。全てパンドラが事業としてではなくサービスと

して行っています。彼らに「もう関係ありません」と突き放せない現実があります。 
今後この部分の資金をどのような形で稼いでいくかは、当法人の課題です。障害者雇用の柱となるような

大切な部分でもあり、決して切り捨てることは出来ないという事を理解して頂けるよう訴え続けていこうと

考えています。真剣に取り組む社会的企業がもっと重んじられ、行政の手の届かない部分をしっかりと支え

ていることを理解して頂き賛同者をより多く集めたいと思っています。 
皆様のご支援、ご協力をこれからもよろしくお願いします。        代表理事  岡部扶美子 
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 4月 3日(月)、認定 NPO法人パンドラの会 入所式が行われました。午前中の式典では、岡部代

表理事の話を真剣に聞き、S＆Jパンドラの新入生3名が挨拶をしました。その後は、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、「気を引き締めて目標に向かって

いきます」という強い意志を感じることのできる式典となりました。 

 式典の後は、刈谷市にある亀城公園に移動！ 

３分咲きの桜の木の下で、今年も上々さんのお花見弁当を食べ、和や

かな雰囲気で交流が出来ました。その後のボーリング大会は、優勝者

に商品があるということで、大いに盛り上がり、ゲーム中では仲間が

スペアやストライクを決めると、ハイタッチや会話を交わすなどいま

まで以上に交流も深まり、パンドラの会全体で盛り上がった１日とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月１９日(日)、刈谷市社会福祉協議会様と株式会社豊田自動織機様主催の、「福祉ふれあいフェ

スティバルinシャインズ」が開催されました。 

パンドラの会は、毎年パフォーマンス部門においておおとりを勤めさせていただいています。 

今年は「星野源 『恋』」を披露させていただきました。会場を大いに盛り上げ、 

障がいがあっても、「努力すれば何でもできる」ことをアピールしました。 

パンドラの会では、余興等の出演依頼をまだまだ受付中です。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

平成29年度 入所式＆お花見・ボーリング大会 

福祉ふれあいフェスティバルinシャインズ 

ボーリング大会にて 

亀城公園にて 
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＊ご寄付いただいた順番に記載をさせていただいています！ 

＜株式会社デンソー様＞ 

株式会社デンソー「はーとふる基金」様より、おかし工

房のテーブル式冷凍庫購入費の半額の寄付金を頂きまし

た。平成 29年 12月 26日に新品の冷凍庫が厨房に入りま

した。冷凍することの出来なかった壊れかけの冷凍庫が新

品になり、仕事の効率が上がりました。これからも安心・

安全で美味しいお菓子を皆様にお届けします！ 

㈱デンソーハートフル社員様有難うございました 

＜愛知製鋼株式会社様＞ 

平成29年2月22日 

愛知製鋼株式会社ボランティア基金様より、寄付金

を頂き壊れて困っていた給茶機を購入させていただき

ました。いつでも美味しいお茶が飲めるので大変助か

っています。 

愛知製鋼㈱のボランティア社員様 

ありがとうございました！ 

 

＜アイシン精機株式会社グループ会社様＞ 

「オールアイシンNPO活動応援基金」に応募した

ところ２月に採択が決定し、3月 1日贈呈式に参加

させていただきました。頂きました基金はS&Jパン

ドラのプログラムで使用するパソコン２台、訓練生

のロッカー、机、イスを購入させて頂きました。 

S&Jパンドラ訓練生も増え、プログラムで使用する

備品不足で困っていましたがお蔭様で皆さんに不

自由なく使って頂けます。 

 

アイシングループ会社の社員様有難うございました 

 

昼食会場にて ダンス風景 
パンドラの会へのご寄付ありがとうございました！ 
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イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン！ をご存知ですか？ 

この活動は、イオン株式会社様の社会貢献活動の一つで毎月 11

日に黄色いレシートの日が設けられます。その日は、事前に登録

していたボランティア・福祉などの社会活動団体のポストが設置

され、お客様は黄色いレシートをご自分の好きな団体のポストに

いれて頂きます。するとレシートの合計金額 1％がその団体に寄

付として還元されます。 

皆さま黄色いレシートキャンペーンの日は 

是非パンドラのボックスによろしくお願いします。 

イオン株式会社さま ありがとうございました！ 

 
 

 
 
パンドラの会の卒業生から、就職した後に一緒に 

頑張ってきた仲間との接点がなくなるのは寂しいという 

声を受けて「パンドラの会の卒業生におけるOB・OG会」 

を開催しました。幹事や会計なども卒業生の皆様に行って 

いただきました。約２時間という短い時間でしたが、 

会話が絶えない会となりました。 

今後も定期的に交流会を企画していきます！ 

 
 

 
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。 

★興味のある方はお気軽に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 

パンドラの会卒業生にてOB・OG会を開催しました！ 

問い合わせ先：S＆Jパンドラ 

電話番号：0566－91－5416メールアドレス：sjpandora@nifty.com 

食事会にて 

イオン株式会社様より「幸せの黄色いレシートキャンペーン」 

ギフトカードの贈呈ありがとうございました！ 

mailto:sjpandora@nifty.com
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各セレクションの活動状況をご報告いたします！ 
 

２つのセレクションの活動報告 

 
 
 
 
●バレンタインデー・ホワイトデー商戦のご報告 

皆様のおかげで、今年も無事に乗り切ることができました。 

今年の人気商品 

バレンタインデー ： 「 抹茶＆生チョコ 」 

ホワイトデー    ： 「マカロン３個入り」 

★ バレンタインデーの総売り上げ 

２５０，０００円 

★ ホワイトデーの総売り上げ 

１８５，０００円 

パンドラの会を応援してくださる皆様のおかげで、今年もこれだけの売り上げがありました！ 

注文していただいた皆様、本当にありがとうございました！ 

 

 
 
お世話になったフォーレさんが、西尾にお店を出されたとのことを聞いておかし工房の皆で 

行ってきました。お店の名前は「アトリエ フォーレ」で昨年の11月にオープン！ 

とても素敵なお店でした。  

                          

店名：アトリエ フォーレ  

住所：西尾市今川町埋池１８‐１ 

定休日：火曜日・不定休 

営業時間：１０：００～１８：００ 

 
 

おかし工房パンドラ 

洋菓子フォーレさんの新店舗にお邪魔してきました！ 
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２月に１名の方が就職決定しました！！ 

富士機械製造株式会社 岡崎工場 様 

 

１月16日～27日の計１０日間実習が行われ、現場の方より 

とても高い評価を受け、３月２７日より採用が決定しました。 

仕事内容は、電子部品実装ロボット等の部品組み立て等です。 

 

就職してからも大変なこともあると思いますが 

これからもS＆Jパンドラは支援していきます！ 

 

 

 
 

今年度は、就労移行支援事業所に７名の新入生の方が入所されました！ 

新入生の方には１人１人あいさつをしていただきました。 

S&Jパンドラに通いながら、就職という目標に向かってがんばります 

という強い意志を感じることができました。 

訓練生一人一人に合った良い支援が行える様、 

今年度もスタッフ一同、全力でバックアップします！！ 

 
 
 
 

パンドラの会では、発達障がいをお持ちの方へ向けたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを月に１回刈谷

市内で開催しています！今回は、この宣伝のために代表理事 岡部とS&Jパンド

ラ所長 坂口がピッチ FM様に出演してきました！ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを楽しく試すﾜｰｸｼｮ

ｯﾌﾟの詳しい内容は、パンドラの会ホームページをご覧ください！ 

皆様のご参加をお待ちしています。 

 

 

S＆Jパンドラ 

就職おめでとうございます！！ 

○新入生挨拶○ 卒業式にて 

ピッチFMに出演してきました！ 
入所式にて 
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2016年度 就職への移行率40％※注1、昨年より9%上昇！ 

～ “定着支援のしくみづくり”が急務 ～ 

利用者さまの増加にともない、就職される方も少しずつ増え、移行率も４０%に。ちなみに移行率４０%以

上の就労移行支援事業所の割合は全国事業所の約２８%（平成２８年４月）。今年度はさらなる移行率向上を

目指していきます。加えてそれ以上に大切なことは、就職後に働き続けるための支援です。ある調査では精

神・発達の障害を持つ人の１年間の離職率は何と４４％、半分近くが辞めてしまっている計算です。 

S&Jパンドラからこの４年間で就職された皆さまは、全員継続して就労されています。それにはご本人の

努力や企業の配慮等があります。また我々も限られた資源（スタッフ等）を活用し出来るだけきめ細かい支

援に努めてまいりました。 

例えば、ご本人との「定時メール」のやりとり、ご本人と企業や病院スタッフまじえての面談、等々。し

かし今後、当事業所でも就職される方が増えるに伴い、より効率的かつ効果的な定着支援の方法や関係機関

との連携含めた“定着支援のしくみづくり”が課題となってきます。 

奇しくも障害者総合支援法の見直しの中で、就業に伴う生活面の課題に対応できる「就労定着支援」サービ

スが平成３０年４月に創設されます。その概要は未だ不明ですが、今年の夏頃にはサービスの対象者、内容、

期間など明らかにされる予定です。 

 ご本人のニーズに真摯に向き合い、法律含めた環境の変化もしっかりと見極めながら、S＆Jパンドラの就

労支援事業の「３年後のビジョン」づくりに今後取り組んでまいります。     （所長 坂口伊久磨） 

 ■２０１６年度 就職者の状況 

 
手

帳 
診断 

訓練

期間 
就職先企業 従事作業（就職時点） 現状 

Aさま 
精

神 
発達 

２ 年

半 

情報系アウトソーシ

ング会社 

データ入力作業：（２時間/日） 

●短時間トライアル雇用※注2 

パート社員 

（４時間/日） 

Bさま 
精

神 
発達 1年半 自動車部品製造会社 

部品供給・出荷作業 

（8時間/日） 

嘱託社員 

●正社員登用あり※注

３ 

Cさま 
精

神 
統合 2年 自動車部品製造会社 保安警備作業：（6時間/日） 嘱託職員（8時間/日） 

Dさま 
療

育 
知的 1年半 給食関連会社 調理補助作業：（4時間/日） 

パート社員 

（４時間/日） 

Eさま 
療

育 
知的 1年 

特例子会社 （親会

社：自動車部品製造会

社） 

清掃作業作業 （８時間/日） 

●トライアル雇用※注2 

嘱託社員 

●正社員登用あり※注

３ 

Fさま 

療

育 

精

神 

知的 

発達 
2年 

電子機器工作機械 

製造会社 

部品組み付け作業：（８時間/

日） 

嘱託社員 

●正社員登用あり※注

３ 

 

 

 

 

 

※ 注1移行率＝6名（2016年度 就職者）／15名（2017年4月1日時点 利用者数） 

※ 注2＝トライアル雇用＝企業が短期間（最長3か月間）試行的に雇用し、双方が適性や職場環境等について相互に確認した上で常用雇用

に移行する制度。精神・発達障害を持つ人に限り短時間トライアル（４時間未満/日）として最長１年間可能。 

※ 注３＝ご本人の業務評価等により、６カ月～１年で正社員への登用可能性ありの企業。 



2017年 4月 21日発行 増刊通巻 74号 

8 
 

 
 

 
大口の御注文、ありがとうございます。（順不同） 
◆カリツー株式会社様 ◆学校法人さくら学園様 ◆株式会社ジェイテクト様 ◆くすのき園様 

◆株式会社豊田自動織機◆トヨタ車体株式会社様 ◆熊安全パトロール様 ◆株式会社シャインズ様 

◆アイシン精機株式会社労働組合様 

法人・個人賛助会員・運営会員の皆様、ありがとうございます。 

◆シマツ株式会社様 ◆原口篤志様 ◆久保田好明様 ◆望月光三様 

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  

◆喜田美香様  ◆北村典子様  ◆熊井基之様  ◆熊澤智子様  ◆佐々木一友様  

◆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  ◆楢本美智子様 

◆丹羽 満様  ◆野口真哉様  ◆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  ◆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。 

◆嶋津孝久様 ◆堀尾光男様 ◆岩崎智様 ◆加藤敏夫様 ◆平田佐奈恵様 

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、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30年1月末に送付させていただきます。 

 

 

 


