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＜福祉を職業に選んだ人へ＞ 

先日、慈恵福祉専門学校 1年生の学生さんが 3人実習に見えました。慈恵福祉専門学校は 2年間の教
育課程の中に、現場での実習体験のカリキュラムが必須で、パンドラでは毎年実習生を受け入れていま

す。 
最近、福祉を希望する学生さんが少なくなっていると先生から伺いました。原因の一つに昨年までは

学校で 2 年間をきちんと過程を修了すると介護福祉士という国家資格が得られましたが、今年の学生さ
んからは課程を修了した後、年に一度の国家試験に合格しないと資格を得ることが出来なくなった事が

あげられます。しかし原因はそれだけではありません。将来の仕事として介護職は人気のない仕事にな

っています。介護を伴わない福祉職も同様です。今あらゆる業種が人手不足と言われますが、本当に福

祉現場に人が集まらないのです。携わってみるとやりがいのある仕事ではありますが、やりがいを感じ

る前に沢山の人が辞めて行きます。決して給与の問題だけではないように思えます。 
そんなこともあり、今回実習をした学生さんの一人に「どうして介護の道選んだの？」と聞いてみた

ところ、道で困っていたご老人の方に声をかけ助けてあげたところ、そのご老人の方が何日も同じとこ

ろでもう一度お礼が言いたくて待っていたそうです。その時、「人に感謝される仕事に就きたい」と思い

介護職を自分の仕事と決めたそうです。そのご老人の優しい気持ちと実習生の優しい気持ちがうまくあ

ったのでしょう。このように良い経験があれば福祉の仕事を選んでくれる若者は増えますが、反対に悪

い経験をするとその道には進まないでしょう。決して花形の職業ではないからです。 
今後老人や障がい者が増え、今以上に介護をする側の人手不足が懸念されますが、生きがいを持って

介護職に当たってもらうためには我々は何をすべきなのでしょうか？ 勿論、労働条件を良くすること

も大切ですが、実習生さんが経験したような人の優しさが最も大切ではないでしょうか。そしてこれは

多くの人がそのことを実践すれば可能なことだと思います。人に感謝されること、それは働く上でどん

な職業でも同じです。私は障がい者を家族に持つ立場でもありますが、福祉を行う側でもあります。そ

の両方の立場で思う事は、介護を受ける側の家族は、人の優しさに感謝をすることを忘れずにいること

だと思います。介護職に就いている方の多くは優しい方です。弱い立場の方を何とか助けたいと思って

その職業を選んでいると思います。そして介護職を選んだ方は初心を忘れず、常に原点に戻って仕事に

励んでいただきたいと思います。つらいことも沢山あると思いますが「誰かの為になっている」事は確

かですから、本人が言葉で表現できなくても「大好きだよ！」「有難う！」という事を体や表情で表すこ

とはありますが、家族からも感謝されていると自信を持っていただきたいのです。 
パンドラの会のように介護を伴わない障がい者の職業指導では、障がい者本人に働くことの意義や自

分自身の修正を行ってもらわなくてはいけない為、本人にとってつらいことを言ったりすることが多く

あります。それは職業指導を行う側の人もつらい事であることを理解して頂きたいと思います。決して

言われる立場の人だけが辛いわけではありません。本人が変わらなければ成長はしません。 
成長し社会に旅立ち、仕事が出来るようになると私たちは本人と同じくらい喜びを感じます。そして

それが励みになって次の方を育てるのです。パンドラの会で働く職員たちは皆そんな優しい人たちばか

りです。これからもこの職員と一緒に頑張っていきます。皆様のご支援・ご協力をお願い致します。 
 
代表理事  岡部扶美子 
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 6月7日(水)、認定

NPO法人パンドラの会 

にアイシン精機株式

会社 取締役社長伊

原保守様が、パンドラ

の会の視察にお越し

いただきました。 

平成 12年以前からの

アイシン精機株式会

社様との歴史をお話

ししたり、お菓子作り

を体験していただく

などスタッフ一同とても嬉しく思いました。社長様のとても気さくなお人柄に感激しました。 

 

 

 

 

平成26年より毎年、アイシン精機株式会社様の株主総会に

お茶菓子として「おかし工房パンドラ」のパウンドケーキを

ご購入頂いています。 

6月16日に行われた今年度の総会には株主様へ直接手渡し

をさせていただきました。 

又、こんなに立派なパネルも作って頂き、会場ではパンド

ラの会についても説明をさせていただきました。今回作成し

ていただきましたパネルはこれからも大切に使わせていただ

きます。有難うございました。 

 

 

 

今年も 3人の慈恵福祉専門学校 1年生の学生さん 3名を実習生として受け入れさせていただきました。

実習生さんは7月24日から28日までの5日間「おかし工房」と「S&Jパンドラ」の2か所での現場実習

を行うことで、パンドラの事業である障がい者就労の支援ついて学んで頂きました。3人とも大変真面目

で、障がいのある方にも積極的に声をかけたり、食事を一緒にしたりととても楽そうに現場実習を終え

られました。福祉の道を志してくれる若者の力になれることが我々の遣り甲斐でもあります。 

アイシン精機株式会社 取締役社長伊原保守様パンドラを見学！ 

アイシン精機株式会社様株主総会にて株主様へパネル紹介と接待

をさせていただきました。 

アイシン精機株式会社様にて 

厨房にて 

慈恵福祉専門学校の実習生受け入れ 
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7月 30日に行われた“咲かそうひまわり感謝祭”このイベントは、S&Jパンドラが毎週
木曜日にお世話になっている元アイシン精機社員の河原朗治さんが、アイシン精機㈱の協力

で主催される夏のイベントで今年も碧南市鷲塚水源公園でおこなわれました。 
今年もお世話になっている事に感謝し、このイベントを盛り上げる為一所懸命「恋ダンス」

をご披露しました。会場の皆さんからはアンコールも出たほどです。西瓜の種飛ばし、そー

めん流しなどとても楽しいひと時を過ごさせていただきました。有難うございました 

S&Jパンドラ所長 坂口が 

今年もトライアスロンに挑戦！ 

6月 11日(日)、S&Jパンドラの所長 坂

口が常滑市で行なわれたトライアスロン

大会のアイアイマン 70.3に出場いたし

ました.パンドラの会一同で応援旗を作

って応援に駆け付けました。 

昨年よりも余裕の走りで、とてもかっこ

よかったです！ 

咲かそうひまわり感謝祭に参加！ 

        恋ダンスを披露しました。 
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開催日時  平成 29年 8月 26日（土）10：00~12：00  

場所    S&Jパンドラ （刈谷市一ツ木町 1丁目 13番地） 

 
以上の日程で平成 29年度定時総会を開催させていただきます。運営会員、賛助会員の方
にはお忙しいとは存じますが是非お越しください。お待ちしています。 

 
 
 

 
7月 8日（土）に名古屋大学で行われた東海社会学会 10周年記念大
会に NPO ブースでの出店を依頼され、障がい者団体の代表として
S&J パンドラの所長坂口が当法人の活動についてプレゼンを行い
ました。東海社会学会は社会学を研究している団体で、大学の先生

たちが世の中を良くするための研究をされているようです。 
権威ある団体の席に声がかかったことに誇りを感じます。 

 
 
 
 
 
 
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 

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 

歯科検診・内科検診無事終了 

東海社会学会10周年記念大会で活動発表！ 

平成29年度 

認定特定非営利活動法人パンドラの会総会の開催 

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

２つのセクションの活動報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域の夏祭り（かりがね発展会夏祭り）に参加 

おかし工房パンドラ 

刈谷病院あったかﾊｰﾄ祭り・安城特別支援学校夏祭り・に参加 

トヨタ車体株式会社様本社食堂にてデザート販売開始！ 

ノベルティー商品としてパンドラのお菓子を採用決定！ 

毎年刈谷市かりがね小学校区で行われるかりがね発展会が主催する夏祭りが今

年も 7 月 25 日に行われ、おかし工房はかき氷と飲物の販売で参加しました。当
日は雨情報もあり、心配されましたが無事お祭りが開催され、おかし工房の売り

上げは 11万円にもなりました。 
神谷芳磨さまがバルーンアートでボランティアをして頂いたお陰です。 
有難うございました。慈恵福祉の学生さんにもお手伝いをしていただきました。 

7 月 8 日（土）  刈谷病院様主催の    
「あったかハート祭り」 

7月 22日（土）   安城特別支援学校様の
「夏祭り」  

おかし工房はこの二つのイベントにバザー出

店をさせて頂きました。作業員の 4 名は自分
たちが作ったお菓子を一生懸命大きな声をだ

し、販売しました。 

6月 1日からトヨタ車体株式会社様の本社食堂に
て、月 2回 デザートの販売をさせていただくこ
とになりました。 
8月 1日からはノベルティー商品としてパンドラ
のお菓子を取り扱っていただくようにもなりま

した。 
社員の皆様パンドラ商品をよろしくお願いいた

します。皆様に喜んでいただけるよう美味しくて

安全なお菓子を作らせていただきます 
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6月に1名の方が就職決定しました！！ 

井上技研株式会社 様 

Aさんは、おかし工房（A型）に、菓子職人として勤続 7年。 
『もう一度、一般の会社で働くことにチャレンジしたい‼！』と昨年

4月から移行支援に籍を移し、頑張ってトレーニングに励んでこられ
ました。井上技研株式会社様での仕事内容は、自動車のモール加工

製造。現在、4台の機械を使った工程を効率よく出来ることを目標に
懸命に作業に取り組んでみえます。 
『身体はまだ慣れずに疲れますが、メンタルはこの時期いつも調子

を崩すのが今年は大丈夫です‼』と話される生き生きとした表情がと

ても素敵に輝いています。 
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！ 

 

 

 

第 2~4期 初心者向けワークショップ 開催中！！ 
 第１期（4月~6月）にはのべ 29名の方にご参加いただきました。 
ワークショップでは、演劇のインプロ（即興劇）等の要素を取り入れた「セッション」、コミュニケー

ションに関する「ミニ講義」を行っています。参加者のリピート率は 6 割以上。参加の方々から『次は
リズムを使ったり大きな声を出すようなセッションやってみたいです』というようなリクエストや、『失

敗をあまり怖がらなくなってきたように思います』といった感想も頂きました。 
 これからも参加者の皆さまが体験を通じて、コミュニケーションに関する「楽しさ」や「自己肯定感」

を得られる場として開催していきます。 
 
※毎月第 3土曜日開催。詳しい内容および
お申し込みは 

S&Jパンドラの HPをご覧ください。 
下記 QRコードでHPをご覧いただけま

す。 
 

S＆Jパンドラ 
就職おめでとうございます！！ 

コミュニケーションを楽しく試すワークショップ 

ワークショップの様子 
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御注文のご協力(企業様＆個人様)ありがとうございます。（順不同） 
◆WAFCA（アジア車いす交流ｾﾝﾀｰ）様 ◆刈谷・今岡地区長小川様 ◆ワシノ商事株式会社様 

◆アイシン精機株式会社様 ◆カリツー株式会社様 ◆キムラユニティー株式会社様 ◆山本幸江様 

◆株式会社豊田自動織機 全社組長会様 ◆株式会社豊田自動織機様 ◆株式会社デンソーウェーブ様 

◆株式会社シャインズ様 ◆株式会社デンソー様 

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。 

◆榊原克実様 ◆原口篤志様 ◆神谷芳磨様 ◆作田一博様 ◆服部智子様 ◆松下恭規様 

◆川崎雄大様 ◆白子澄子様 ◆谷口弘幸様 ◆野畑千榮様 

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 ◆岩附由佳様  ◆上田正徳様  ◆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 祐介様  ◆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  ◆山口真世様 ◆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。 

◆河原朗治様  ◆豊田自動織機労働組合様 ◆株式会社デンソー様 ◆坂倉清子様 ◆加藤蔵次様  

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。 

 

 


