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＜認定 NPO 法人パンドラの会の使命＞ 

 

おかし工房パンドラにはトヨタグループ企業様と協働事業として進めている「食堂でのデザート提供」

があります。 

この事業を始めたのは 2006 年、おかし工房が重度の障がい者の雇用拡大を図るため、第 2 厨房とカフ

ェを増設したことがきっかけです。それまではイベントや注文で洋菓子の販売のみを行っていましたが、

障がい者の活動範囲を広げる事と収入を増やすことを目的に企業様に出向いて直接販売をさせて頂くこ

とになりました。初めはアイシン精機株式会社様だけでしたが、その後株式会社デンソー様、株式会社

豊田自動織機様からもお話があり、今年 6 月からはトヨタ車体株式会社様も加わり、今ではトヨタグル

ープ 4 社様にお世話になっています。この活動には、トヨタグループ企業様だけではなく、各社の食堂

委託を受けている株式会社魚国総本社様・エームサービス株式会社様・株式会社勤労食様のご支援も頂

いており感謝しています。お祭りや野外イベントの販売は土日で行われることが多く、また金銭の授受

もあり、知的障がい者には難しいのですが、食堂での販売はウイークデーであることや金銭授受がなく、

商品の陳列や声掛けなどが主な仕事で、知的障がい者にはぴったりの仕事です。そして何より社会勉強

の場としても活用させていただいています。その一方で企業で働かれている方にとっても、障がい者を

理解して頂ける良い機会になっていると感じています。この事業を始めて約 10 年になりますが、活動を

始めるにあたって彼らに販売時の接客や会社でのマナー教育など徹底した教育を行ってきました。その

結果、今まで販売中のトラブルは一度も起きていません。この事は大きな自慢でもあります。 

今年 5 月トヨタ車体株式会社様から食堂での販売のお話があり、6 月より月 2 回のペースで販売を実

施させていただく事になりました。来年 1 月からは月 5 回本社すべての食堂で実施することになってい

ます。事業を企画された総務部社会貢献室様がその後 6 月~8 月までの計 5 回実施した「デザート DE ボ

ランティア」でデザートのアンケートを取られました。回収率 66.5%という素晴らしいデータです。そ

の結果、詳細に見えてきたことが有ります。それは「社会貢献する」ことを意識して購入してくださっ

た方が全体の 7 割を超えていたことです。トヨタ車体株式会社社員様の優しい心が伝わってきます。ト

ヨタ車体株式会社様も総括として、「従業員自身の意思で誰でも気軽に参加でき、活動が社会貢献に繋が

り、参加者は満足感や充実感を感じている」とまとめられています。 

社内食堂で販売を行っているアイシン精機株式会社様・株式会社トヨタ自動車織機様・株式会社デン

ソー様でもおかし工房のデザートを購入することが社会貢献に繋がると思ってみえるからデザートを購

入して頂いているのは承知していましたが、今回トヨタ車体株式会社様が初めて社員様にアンケートを

採って頂いたことで、改めて皆様の優しさが裏付けされました。心より感謝いたします。そして皆様の

優しさに応えられるような真面目で正直な活動をより進めて行かなくてはいけないと強く感じています。 

お客様をがっかりさせないように美味しくて安全なお菓子をこれからも作り続けるとともに、デザー

ト販売での収入がどのように使われ、障がい者に還元されるのかを誰もが解る形で明確にしないといけ

ないと思います。そうすることで認定 NPO 法人パンドラの会を応援して頂ける社員様が今まで以上に増

え、障がい者理解が進むものと思います。そしてこのことこそが私たち認定 NPO 法人パンドラの会の使

命であると考えます。 

これからも皆様の優しさに感謝して活動を進めますのでご支援・ご協力のほどよろしくお願いします。  

代表理事 岡部扶美子 
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平成 29 年 8 月 26 日（土）に平成 29 年度

認定 NPO法人パンドラの会の定時総会を開催

いたしました。 

出席社員総数 48 名で全ての審議事項、報告

事項を理事・正会員・運営会員賛成の上、 

承認され、無事終了することが出来ました。  

今年度も、認定 NPO法人の名に恥じないよう

な活動を進めてまいりますので、皆様のご支

援・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

11 月 21 日(火)、認定 NPO 法人パンドラの会第 1 回認定更新の現場調査が行われました。

愛知県民生活部社会活動推進課 NPOグループ調査員 2名がパンドラの事務所で監査が行わ

れ、10 時より 17 時 30 分まで会計書類をはじめ全ての書類をチェックされ、何一つ問題は

ありませんでした。これは設立当初より、理事でもある神谷税理士事務所 所長神谷隆也様

のお陰と感謝いたします。 

 今までは国税庁が行っていた認証を、2012 年 4 月より愛知県が認定 NPO 法人の認証を行

うようになりました。パンドラの会は 愛知県が認証を行った第 1 号の認定 NPO 法人です。

その為、更新についても初めての認定更新でした。 

 

 

 

 

8月 21日.22日の二日間美用紙特別支援学校の 

2年生男子 1名と 10月 2日～7日の 5日間 

刈谷市立東中学校特別支援学級 2年生の女子 1名 

計 2名の実習生を受け入れました。 

共に在学中の知的障がい者ですが、二人とも 

お菓子作りに興味を持ち、一生懸命楽しそうに指示

された作業をこなしていました。おかし工房で働く

先輩たちも後輩に優しく作業の仕方を教えている姿

はとても微笑ましく、楽しそうでした。 

 

 

平成 29年度認定 NPO法人パンドラの会定時総会開催！ 

認定 NPO法人第 1回更新調査無事終了！ 

三好特別支援学校・刈谷市南中学校特別支援生徒実習生受け入

れ 
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7 月 20 日にあいおいニッセイ同

和損害保険株式会社様の名古屋に

ある事業所が移転することになり、 

多くの事務什器・備品が廃棄される

事になりました。会社側もまだ充分

使える備品を廃棄処分をするので

はなく社会貢献できないかと、

NPO ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ様を通

して、NPO の団体へ寄贈されるこ

とになりました。 

NPO ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ様からその情報を頂き、新品状態の机や椅子など 50 点位を頂

いてきました。頂いた備品は現在パンドラにあるものよりずっと良く、全て入れ替えさせて

いただきました。資金不足で悩んでいる NPO 法人にとって大変ありがたいお話で、もっと

多くの企業様が廃棄処分をする前に中間支援団体を通して社会貢献していただけるとあり

がたいです。今回はあいおいニッセイ同和保険株式会社様に心より感謝申し上げます。 

又仲立ちをしていただいた NPO 法人ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ様・MS＆AD ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ株式

会社様にも感謝申し上げます。 

頂きました備品は末永く大切に使わせていただきます。 

 

 

 

 

 

11 月 15 日（水）アイシン精機株式

会社小川工場の見学に伺わせていただ

きました。約 1 時間半をかけてじっく

りと工場内の見学をさせていただきま

した・。工場見学は初めての方が多く、

身近に働いている社員さんを見ること

により、働くことを実感できたと思い

ます。 

このような貴重な機会を頂きましたこ

とに深く感謝申し上げます。 

 

 

 

アイシン精機株式会社 小川工場様へ 

工場見学させて頂きありがとうございました。 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様 

事務所什器・備品のご寄付有難うございました。 
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「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」は イオンリティ

ール株式会社様が毎月 11 日に全国の各イオンの店舗にて行って

みえる社会貢献活動の一つです。11 日は黄色いレシートが発行さ

れます。その黄色レシートをお客様が備え付けられた団体別のボ

ックスにに入れて頂くとその総額の 1％をイオンリティール株式

会社様が各団体に寄付をしていただけます。 

9 月 11 日に東浦のイオン様で寄付活動を行わせて頂きました。 

レシートをパンドラの入れていただきました皆様有難うございま

した。 

 

 

 

 

 

10 月 25 日農園「水源ふれあいファーム」にて株式会社豊田

自動織機様・アイシン精機株式会社様の協働での社会貢献活動

の一環として薩摩芋ほりが実施されました。 

この行事は毎年行われていて、刈谷市周辺の福祉団体を招いて

くださいます。 パンドラの会の訓練生や作業員の皆様はとて

も楽しそうに参加させていただきまいした。 

持ち帰ったおいもは参加できなかった方も皆で分けて持ち帰

って頂きました。有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 24 日安城市で行われた「5 時間耐

久リレーマラソン」SJ パンドラの有志で

見事、完走しました。 

TEAMパンドラはそれぞれが1キロ周回

コースをを 59 周・56 周を走り切り、タ

スキで仲間と繋がりながら頑張りました。 

応援に来てくれた仲間もあり、スポーツ

を楽しんだ 1 日でした。 

 

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン 

株式会社豊田自動織機様・アイシン精機株式会社様 

ふれあいファーム芋ほり大会にご招待有難うございました。 

SJパンドラの訓練生有志！ 

5時間耐久リレーマラソンに挑戦 
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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 

 

 

 

 

 

おかし工房パンドラのクリスマスケーキ

の予約が始まりました。 

今年は、24 日のクリスマスイブが日曜日と

なり、会社様で購入していただいていたお

客様にはご不便をおかけすることになりま

すが、22 日もしくは 25 日であれば各会社

様への配達はさせていただきます。 

この機会におかし工房まで足をお運びく

ださい。笑顔でお迎えいたします！ 

 

 

 

 

◆カリツー株式会社様          ◆株式会社様ジェイテクト様      

◆公益財団法人 豊秋奨学会様      ◆株式会社デンソーファシリティーズ様  

◆SCSK株式会社様             ◆株式会社ビレッジ開発様 

◆愛知県労働者福祉協議会様       ◆東海労働金庫刈谷支店様  

◆株式会社スギ薬局様          ◆株式会社豊田自動織機 

 

 

 

・デンソー高棚フェステバル 

・デンソーハートフルまつり 

・東刈谷市民センター文化祭 

・刈谷市産業まつり 

・刈谷市農業祭 

・名古屋短期大学文化祭 

・刈谷市内学校バザー 

（雁が音中学校・東中学校・朝日中学校・ 

南中学校・かりがね幼稚園） 

この他にも台風の為中止になったイベント 

もあります。 

沢山のお客様にお菓子をお買い上げいただきありがとうございました。 

 

大口のご注文ありがとうございました。（順不同） 

おかし工房パンドラ 

刈谷市・各種学校・企業・イベントﾊﾞｻﾞｰ出店有難うございました。 

2017・クリスマスケーキ予約申し込み受付開始 

刈谷市産業まつりの販売 
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11月に 1名の利用者さまの就職決定しました。 

スギスマイル株式会社 様 

A さんは特別支援学校を卒業後、弊所で約 1年半トレーニングを行われました。 

とてもまじめで明るさが強みの反面、当初は、発達障がいの特性もあり、場面や人に応じたコミュニ

ケーションがとても苦手でした。しかし彼は出来ないのではなく、適切な方法を十分に学んでこられて

いないだけでした。就職という目標に向かって本当に努力され、見事達成されました。 

 

◯ 研究で明らかに！公文学習は『働く姿勢』に通じる力を育てる。 

11月 1日、第６回就労支援施設フォーラム in品川に参加しました。これは公文式学習を導入してい

る全国の就労移行支援施設や児童発達支援・放課後デイサービス施設等があつまり実践報告や交流を通

じ、公文式の「働く力」におよぼす効果について議論・検証していこうと開催されています。今年も約

40事業所、80名ほどの参加がありました。 

 今年特に興味深かったのは、「公文式の学習効果」に関する公文と大阪大学との共同研究報告でした。

詳しくは次号での報告に譲りますが、このような「見える化」の試みによって、プログラムに取り組む

利用者さま、支えるスタッフとの目標の共有・意欲の向上にも効果が期待出来ると感じます。 

 

 

  

  

  

○「精神・発達障がいの採用不安をへらすには」 

 

9 月 27 日、今年で 5 回目になる「障害者雇用セ

ミナー」（主催 刈谷市等）にて表題のテーマで、 

企業の支援機関活用メリットについて報告させて頂

きました。昨年セミナーをきっかけに弊所から就職

された 2人の事例をもとに、弱みではなく〈強みに

注目し活かす視点〉で彼らを採用頂けるようお伝え

しました。 

                   （所長 坂口伊久磨） 

 

 

S＆Jパンドラ 

就職おめでとうございます！！ 

公文教育研究会「共同研究を通じて明らかになった公文式の学習効果」より 

◆処理力⇒ハード・ワーキング（熱心さ、仕事への情熱）：多くの作業を、集中して着実に処理する姿勢 

◆思考力⇒ロジカル・シンキング（論理性）：物事を論理的に考える姿勢 

◆修正力⇒コミットメント（課題遂行能力、粘り強さ）：あきらめず、手を尽くして目標を達成する姿勢 
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大口御注文のご協力(企業様＆個人様)ありがとうございます。（順不同） 

◆カリツー株式会社様 ◆株式会社様ジェイテクト様 ◆公益財団法人 豊秋奨学会様 

◆株式会社デンソーファシリティーズ様 ◆SCSK株式会社様 ◆株式会社ビレッジ開発様 

◆愛知県労働者福祉協議会様◆東海労働金庫刈谷支店様 ◆株式会社スギ薬局様 ◆株式会社豊田自動織機 

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。 

◆小田修司様 ◆原口篤志様  ◆山田竜一郎様 ◆面髙俊文様  ◆藤井 清司様 ◆神谷隆也様 

◆神谷雅宏様 ◆神谷聡子様  ◆山本幸江様  ◆矢田部寿子様 ◆鈴木宜代子様 ◆舘林仁美様 

◆小山広志様 ◆山口一行様  ◆武市雅也様  ◆浅井春夫様  ◆渡邉 治様  ◆中島義則様 

◆甲村敬司様 ◆嶋津孝久様  ◆五十川道博様 ◆加藤蔵次様  ◆舩橋義昭様  ◆早瀬道治様 

◆中島由恵様 ◆服部智子様  ◆岡部崇生様  ◆神谷 浩様  ◆榊原茂樹様  ◆水谷綱男様 

◆青木直之様 ◆相京秀明様  ◆小村昭知様  ◆田中幸男様  ◆二見清和様  ◆水野真一様 

◆安田 敏様 ◆山本小百合様 ◆鈴木昌子様  ◆八橋優美子様 

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  ◆伊藤未紅様  ◆伊藤理佳子様 

◆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  ◆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 ◆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 ◆坂口伊久磨様 ◆廣岡雅敏様 ◆ビーウィズ様 ◆デンソー機工株式会社様 

◆株式会社ビレッジ開発様 ◆公益財団法人 豊秋奨学会様 ◆株式会社 近藤組様  

◆株式会社 小垣江鉄工所様 

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。 

 

 

 

 

 


