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＜次世代への継承＞ 

 

パンドラの会は 1996 年に知的に障がいをもつ子どもの親たちが集まり、任意団体として 

結成、2000 年におかし工房を設立、2002 年に NPO 法人格を取得し、2012 年は愛知県認証で

は初めての認定 NPO 法人格を取得、去年県内初の認定更新を受け、今年で会を発足してから

22 年目に入りました。振り返ってみると、22 年もの歳月が経過していたのだとあらためて感

じています。この 22 年間、私が代表を務めてきたのですが、次世代ヘ繋ぐことを考えて人材育

成をして来たかと言われると、目の前のことに追われそれどころではなかったように思います。 

最近、次世代への継承が上手くいかずに、解散という結果になった NPO 団体を身近にし、

とても他人ごとではないと思っています。 

次世代への人材育成が後回しになる原因は、設立時の代表はとても思いが強く、個性がある

人が多いのが特徴です。多くの NPO 団体は、ただただ目の前にある社会課題を解決すること

に必死で、そこまで考える余裕がなかった事と、代表が元気な為、後継者はいすれ現れるとい

う安易な考えでの運営が続いてきたのでしょう。大企業は別として中小企業でも同じことが起

こっていると聞きます。人材の育成にはお金と時間がかかります。多くの人を採用し、その中

から 1 人の人を次世代への継承者として選ぶのは可能でしょうが、多くの人を採用できない中

小企業や NPO は、次世代への継承者を育てていく事は容易ではありません。 

「容易ではないから後継者を育ててこなかった」では済む話ではないと思います。社会課題

の解決のために立ち上げた NPO はこの課題が解決するまで事業を継続して行かなければ設立

した意味がなくなってしまいます。次世代へ繋げて行く事は NPO 法人にとって、とても重要

なことだと考えます。 次世代への継承が上手くいっている NPO 団体は、発足当初から次の

時代のことを考え、人づくりをしながら運営してきたのだと思います。 

パンドラの会は、3 年前からその準備を少しずつ進めています。きっとあと数年で次世代へ

バトンタッチが出来ると思っています。後継者へバトンタッチするときは、私が行なってきた

事をそっくりそのまま引き継ぐ事ではないと考えています。 

この 22 年間、福祉事業は大きく変化してきました。そしてこれからも変化し続けると思われ

ます。基本的な方針や理念は曲げないで、方法や事業形態はその時代に合った事業の展開が必

要であろうと思います。そして多くの障がい者が、幸せに暮らしていけるような社会の実現に

向けて支援を行っていける団体で有り続けていける様、側面から支えていこうと思っています。 

何も解らないまま代表として歩き始め、多くの皆様の助けを借りてここまで続けてこれた事

に改めて感謝する次第です。 

人材育成には遅い出足ではありますが、引き継ぐ人を応援しながらあと数年は頑張りたいと

思っています。 

今後とも皆様のご支援ご協力をお願いいたします。 

 

代表理事  岡部扶美子 
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開催日時    平成 30年 8月 25日(土)  １０：００ ～ １２：００ 

場所       S＆Jパンドラ  （刈谷市一ツ木町１丁目１番地１３） 

上記内容で平成 30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

皆様にはご多用中のこととは存じますが、 

ご出席していただきますようお願い申し上げます。 

（2018年度賛助会員の継続宜しくお願い致します。） 

 

 

 

 

 

 

発達障害を持つ人が働き続けるための 

「コミュニケーション・ワークショップ」報告(170 ﾍﾟｰｼﾞ) 

本通信 4 ページ目に掲

載されました。「コミュ

ニケーションを楽しく

試すワークショップ事

業」についての報告です。 

ご興味のある方はぜ

ひご覧下さい。 

 

東海社会学会とは、東海地域（愛知・岐阜・三重・静岡）に立地

する大学・研究機関に所属する会員、また、本地域を活動拠点とす

る NPO をはじめ市民活動を担う会員によって構成されています。 

 

平成３０年度 

認定特定非営利活動法人パンドラの会 

定時総会の開催 

 

東海社会学会年報に 

S＆Jパンドラ 所長 坂口伊久磨の 

市民活動報告が掲載されました！ 
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2018年 4月 2日(月)、認定 NPO法人パンドラの会の入所式を行いました。 

式典では、代表理事の話を真剣に聞き、利用者、職員一同、気持ちを引き締め新年度を 

迎えました。入所式では S＆Jパンドラの新規利用者 3名が挨拶をしました。 

 その後、刈谷市の亀城公園にて毎年恒例の花見に出かけましたが、今年は例年になく開花が

早く少々残念な花見でした。会話が弾む中、美味しい花見弁当を食べ、“花より団子”で、皆楽

しいひと時を過ごしました。 

お腹いっぱいになった後は、知立市のイーグルボールに移動し、ボーリング大会をしました！

利用者、職員ともに真剣勝負！  ストライクやスペアが出たときには皆でハイタッチ！ 

笑顔が絶えないとても楽しいひと時でした♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 3月 18日(日)、恒例の刈谷市社会福祉協議会様と株式会社豊田自動織機様の第 24回

「福祉ふれあいフェスティバル inシャインズ」に参加させて頂きました。 

今年は荻野目洋子さんの「ダンシング・ヒーロー」でダンスを披露！アップテンポな曲調で

したが、練習を重ねた甲斐あって、息がぴったりあったダンスで会場を盛り上げることができ

ました！！“障がいがあっても、

努力すればできる”という「パン

ドラの理念」をアピールできたと

思います。 

また、10月 14日(日)に行われる

「刈谷市福祉・健康フェスティバ

ル」にも出演が決定しています！ 

 

 

 

 

 

2018年度 認定 NPO法人パンドラの会入所式＆花見 

福祉ふれあいフェスティバル in シャインズに参加 

出演依頼！受付中です！！ 

詳しくは、パンドラ事務局まで 

０５６６－２５－３０１２ 
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公益社団法人日本フィランソロピー協会様を通し、6 月 20 日に明治安田生命

刈谷支社様で贈呈式があり、明治安田生命「社会貢献活動基金」の寄付金を頂

きました。頂きました寄付金で S&J パンドラのカラープリンターとおかし工房

のノートパソコンを購入させていただきました。 

S&J は利用者の皆様にお渡しする案内の印刷などに活用させてい

ただいています。おかし工房は最新のノートパソコンを購入させて頂

き日々の業務に使用させていただいています。とても助かっています。 

 

明治安田生命社員の皆様、有難うございました。 

大切に使わせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

2016年度、「デンソープロボノプログ

ラム」でデンソー社員の有志ボランティ

ア（プロボノ）の皆さんと“発達障がい

のある方が就職後に生きづらさを感じ、

職場で「孤立」したり「離職」してしま

う課題”を解決する策を考え、『コミュ

ニケーションを楽しく試すワークショッ

プ』が誕生しました。2016年度はデンソ

ー「はあとふる基金」、2017年度は刈谷

市の市民活動支援基金「かりや夢ファン

ド」による助成を受け、運営、実施してきました。2017年度だけで参加者は143名。ニーズの高

さを実感しています。3年目となる2018年度は日本郵政「年賀寄附金」の助成を受けることが

できました。多くの方のお力に支えられ、感謝の気持ちと共に、改めて気持ちが締まる思いで

す。 効果、成果を高めるため、参加者の声を聴き、改善をしながら運営、実施をしています。

（発達障がい等の理由により）働く上でコミュニケーションに生き辛さ（苦手意識・経験不足）

を抱えている方が少しでもそれを解消し、働きやすい環境で働き続けられることを目指し、引

き続き活動を継続していきます！ 

 

2018 年度 年賀寄附金配分事業 

（コミュニケーションを楽しく試すワークショップ事業） 

明治安田生命基金様より 

ノートパソコン・プリンター購入資金を頂きました！ 
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２つのセクションの活動報告 

 

 

 

 

6 月 19 日アイシン精機株式会社様の株主総会で今年もおか

し工房パンドラのお菓子を株主様へのお茶菓子として沢山ご

購入頂きました。 

そして当日はおかし工房の作業員と代表が株主様へ直接サー

ビスをさせて頂きました。パンドラのお茶コーナーもあり、

とても身が引き締まる思いで、一人一人の株主様へお菓子の

説明などを行ってきました。 

当日お越し頂きました株主様、社員さん有難うございました。 

 

 

7 月 10 日（火）より、月に 1 回のペースで株式会社ア

ドヴィックス本社様にもデザートの販売をさせて頂くこと

になりました。株式会社アドビックス様は以前より刈谷工場

（株式会社勤労食様食堂）で月に 2 回お世話になっています。

この度、アドヴィックス本社様（新三商事株式会社様食堂）

でも販売依頼を頂きました。初日は総務様のご協力もあり、

予想を遥かに上回りティラミスケーキ 100 個を完売させて

いただきました。ご協力頂いた社員の皆様ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

6 月 12 日から 14 日まで、豊田市立前林中学校の生徒さん 3 名を、職場体

験学習として「おかし工房」に受け入れました。障がいのある方と一緒に働

いて、パンドラの作業員の方がよく働く姿に感動されたり、個性あふれる彼

らにとても親近感を感じたと感想を頂きました。 

7 月 9 日~13 日の 5 日間、慈恵福祉・保育専門学校から 3 名の介護実習生

を「S&J パンドラ」と「おかし工房パンドラ」で受け入れました 

 

 

◆株式会社ビレッジ開発様   ◆株式会社ジェイテクト様    ◆岡崎信用金庫様 

◆株式会社豊田自動織機様   ◆株式会社キムラユニティー様  ◆カリツー株式会社様 

◆株式会社ナゴヤキャスル様  ◆アイシン精機株式会社様    ◆アイシン労働組合様 

◆愛知玉野情報システム株式会社様 

 

大口のご注文ありがとうございました。（順不同） 

豊田市前林中学校職場体験学習・ 

慈恵福祉・保育専門学校介護実習生の受け入れ 

おかし工房パンドラ 

アイシン精機株式会社様株主総会にて株主様にサービス 

株式会社アドヴィックス本社様デザート販売開始 
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2018 年 4～6 月 ３名の方が就職決定しました！ 

～就職おめでとうございます！ 

就職後も、S＆Jパンドラは支援していきます！～ 

株式会 サンバレー 様 

A さんは、デザイン系の専門学校を卒業後、就職活動中に S＆J パンドラのことを知り約２年間トレーニン

グを行ってきました。 

人とのコミュニケーションへの苦手意識が強い方でした。まずは弊所へ毎日通所することを目標に、コツ

コツと就職への歩みを進め始めました。環境に慣れるまで少し時間はかかったものの、週 3 日からはじまり

毎日通えるまでになりました。また、得意の絵画や Illustrator・Photoshop 等のソフトウェアを使ったデザ

インやイラストを生かして利用者主体で作る通信誌「パンドライフ」やチラシの作製など丁寧に作業されて

いました。自分の心の声を言葉（文字）にし、人に伝えることで自己と向き合ってきました。 

A さんに適した業務内容と環境で、一生懸命働かれています。本当におめでとうございます！！ 

五十鈴東海 株式会社 様 

B さんは、休職中に S＆J パンドラを知り、約１年半のトレーニングを行ってきました。 

弊所からの再出発を決め、就職に向けて生活リズムを整えることからはじめられました。なかなかスムー

ズに進まない就職活動、自身の状況に対する焦りも重なり、心身共に辛く大変な時期もありました。面談を

重ねて捉え方を変えることやその時々に応じた回避対策を実施し、徐々に柔軟さを増していかれたように感

じます。 

就職活動を積極的に行う上で、五十鈴東海株式会社様を知り採用が決定されました。再発を心配される B

さんにとって安心できる企業様との出会いを果たし、就職されました。本当におめでとうございます！！ 

刈谷公共職業安定所 様 

C さんは、支援センターの紹介で S＆J パンドラを知り、約 1 年 10 ヶ月トレーニングを行ってきました 

。 

不安や体調不良を抱えていたものの相談することが苦手な方でしたが、プログラムの１つである公文式学

習では、弊所最高レベルの教材まで到達されるほどの勉強家で、他の

プログラムにもまじめに取り組み多くのことを学ばれました。その中

で、スタッフに相談も少しずつできるようになってきました。 

働いた経験がないことから、就職しても働いていけるのか不安に思

いながら就職活動を行っていた中で、刈谷公共安定所のチャレンジ雇

用(＊１)の機会を頂けることになりました。実際に働いていく中で仕

事に対する自信をつけて次の就職活動を行っていくこととなりました。

本当におめでとうございます！ 

＊１ チャレンジ雇用とは、１年以内の期間を単位として、各府省・各自治体において、非常勤職員として雇用し、１～３年の業務の経験を

踏まえ、ハローワーク等を通じて一般企業等への就職につなげる制度です。 

S＆Jパンドラ 
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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。 

◆作田一博様  ◆作田小夜子様  ◆野畑千榮様  ◆小田修司様  ◆松下恭規様 

◆原口篤志様  ◆加藤大志様   ◆白子澄子様  ◆山本勝喜様 

 

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   ◆伊藤真由美様 

◆伊藤未紅様   ◆伊藤理佳子様  ◆岩附由佳様  ◆上田貴和子様  ◆上田正徳様 

◆岡村悠衣様   ◆春日井彩様   ◆加藤武子様  ◆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  ◆沢田 英之様 

◆鈴木 茜様   ◆関山哲平様   ◆高橋清通様  ◆竹内美和子様  ◆田中 愛様 

◆玉田孝司様   ◆築山津江美様  ◆長尾綾華様  ◆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  ◆水野泉美様   ◆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。 

◆明治安田生命様  ◆堀尾光男様   ◆河原朗治様   ◆鈴木昌子様  ◆豊田自動織機労働組合様 

◆B ｳｨｽﾞ様 

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 31年 1月末に送付させていただきます。 

 

 

 

 


