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＜福祉ビジネスとは？＞
先日、
「障がい者向けグループホーム建設に関するセミナー開催」のお知らせが FAX で届きました。今迄
は、
「A 型・B 型開所をシイタケ栽培で行いませんか？福祉に知識が無くても開所できます！」と謡い、主催
者は「障がい者研究所」などとそれらしい会社名が記されていました。又一時期、施設で給食を準備すると
食事提供加算が貰える広告で有ったりと、
それはそれは福祉ビジネスと言われるような広告が、
一方的に FAX
で送られてきていましたが、ここ最近数が減ってきたなと思っていたら、
「障がい者向けグループホームを造
りませんか？」との勧誘が来るようになってきました。ここまで福祉ビジネスが拡がりを見せてきたのだと
驚くばかりです。
今迄このようなセミナーには一度も参加したことはありませんでしたが、今回はどのような内容なのかを
知っておく必要があると考えたので、セミナーへの参加を申し込みました。
開催主催者は信用のおける建設会社で 20 人定員のところ、地主・営利法人・福祉法人・非営利法人など
15 名くらいの参加者がありました。セミナーでは障がい者区分 3 以上を基準とした中程度の障がい者を対象
としたグループホーム建設と経営についての説明が行われました。障害者総合支援法のグループホーム指定
の内容が 30 年 8 月に改正が行われたことを解りやすく説明した後、日中サービス支援型であれば１棟 10 室
までのの基準が 20 室まで可能になった事、設備がスプリンクラー・自動火災報知機・エレベーターがほぼ義
務化されたことなど、ハード面ではコストアップになるが規模メリットと客単価アップで効率アップしたと
説明されました。そして土地と建設費を借り入れたとしても採算が取れるなど、具体的な数字を入れて説明
があり、ビジネスとして成り立つことが解りやすく説明され、今までのように古い建物を改造してグループ
ホームを立とあげるよりも利用者の確保がしやすいなど、すぐにも手を出したくなるような説明が行われま
した。入居対象の障がい者についての固定収入（障害者年金）月単価まで調べてあり、利用者からの利用料
の不払いはほぼ考えられないような説明も行われました。ここまで聞くと資産があれば出来るんではないか
と思ってしまいます。しかし、対象となる障がい者についての説明は、
「生活についてはほとんど自立出来て
いる方々です。
」との説明があっただけで細かいことについては何の説明もありませんでした。どんな方がこ
のセミナーを聴いた後、具体的に事業参入されるかが気になります。税金対策としてこの説明会を聴きに来
た方はどうなのでしょうか？ 区分 3 以上の障がい者とは、
「ほとんど生活には困らない方」というだけの説
明では決して十分だとは言えません。具体的になれば主催者もこれだけのことではない事に気が付くと思い
ますが、少々不安です。
そもそも障がい者区分とは、あくまでも親や本人への聞き取り調査で区分が決定します。それもその日に
初めて会った方が調査を行い、所見を記入し後に判定がでます。この為、毎日接している我々からみても妥
当とは思えないような判定区分がされてしまったことが多々ありました。この判定だけを基準に入居者を決
めていけば大変なことになると思います。そして障害が軽度であるが故の違った意味での問題があることを
どこまで理解しているのか、とても不安に思います。障がいのある方のグループホームが多く出来る事は賛
成ですが、ビジネスを目的に増えていく事にはとても不安を覚えます。再び就労継続支援 A 型と同じことが
起こることになるのではないでしょうか？？？福祉はあくまでも人が主体でなければいけないと考えます。
勿論採算が取れなくてはいけませんが、主体がビジネス・金儲けでは全く方向性を失ってしまいます。そし
て最後に犠牲になるのは障がい者や我々納税者なのです。福祉に税金が使われていることに、もっと関心を
持ってもらいたいと思います。そして私利私欲の為に福祉を利用しないでいただきたいと思うばかりです。
今後パンドラの会は、グループホームについても考えていかなければならないかもしれませんが、その時
には障がい者と健常者がどうすれば程よい関係で暮らせるかを考えていきたいと思っています。
これからも障害をもつ方々が、幸せに暮らしてゆけるような社会を実現するために頑張ってまいります。
代表理事
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平成３０年度認定特定非営利活動法人パンドラの会
定時総会開催！
平成 30 年 8 月 25 日(土)に平成 30 年度
認定 NPO 法人パンドラの会定時総会を
開催いたしました。
出席社員総数 44 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、
承認されました。今年度は役員の入れ替えも
あり、大島誠司様・神谷真智子様は任期満了
につき退任され、新理事に竹上富彦様・高須
了様が就任されました。
新理事様これから宜しくお願い致します。
今年度も、皆様のご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

咲かそうひまわり感謝祭、
福祉・健康フェスティバルでのダンス披露！
咲かそうひまわり感謝祭、10 月 14 日(日)に刈谷駅周辺で行われました。
「福祉・健康フェスティバル」においては今年初めて、パンドラダンサーズが
「ダンシング・ヒーロー」を披露しました。
息ぴったりのダンスはさすがパンドラダンサーズ！
会場を大いに盛り上げました！！
来年も、ダンスで会場を盛り上げます！
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タイの特別支援学校の先生方との会食会
2018 年 10 月 15 日(月)、タイの特別支援学校の先生方が日本の障が
い者教育を研修するためにお見えになりました。今回の訪問では残念
ながら日程が合わず、パンドラの会を訪問していただくことはできま
せんでしたが、タイのロップリー特別支援学校のスチン校長先生が退
職されるとの事で NPO 法人ワフカさんのメンバーと共に刈谷での会食
に呼ばれ、代表が出席しました。

名古屋大学からのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの受入れ
名古屋大学法学部２年生女子大生がインターンシップ先に
パンドラの会を選択され、当法人もお受けすることになりま
した。
２週間の実習期間の中、１週目はおかし工房パンドラ、２週
目は S＆J パンドラで実習され、日々の学生生活とは違う経
験に戸惑いながらも熱心に 2 週間を終えられました。
おかし工房では、お菓子作りと販売の実習をして頂き、
S＆J パンドラでは、利用者の方の就労するためのプログラ
ムにも参加するなど、訓練生と共に過ごされていました。
また、利用者の方が帰られた後もスタッフに疑問に思ったこ
となどを質問され、熱心に障がいについて学ぶ姿勢が印象的
でした。
短い期間でしたが、今回のインターンシップで学んだこと
を今後の大学生活や社会生活の中で生かしていただけると
とても嬉しく思います！

スペシャルオリンピックス日本夏季全国大会開催
【2018 年 第 7 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナ
ルゲーム・愛知】開催
今大会は、全都道府県の 47 地区より選手団 1,602 名（アスリー
ト 996 名、パートナー4 名、コーチ・役員 602 名）が参加し、3,800
名のボランティアの方々のご協力の下、開催 9 月 22 日～24 日ま
で愛知県内の会場で開催され、13 種目の競技が行われました。
パンドラの会から、スペシャルオリンピックス・愛知にアスリー
トして参加している岡部君がテニスが行われた東山公園テニス
センターに愛知代表の選手を応援に行きました。全国から集まっ
た選手たちは、日々の練習の成果を力いっぱい発揮し、テニス会
場は大きな声援に包まれていました。
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寄附のゼミナール in あいち

2018

11 月 5 日（月）、愛知県主催「寄附のゼミナール in あいち 2018」の参加 NPO 団体として、愛知
県立 愛知商業高等学校でプレゼンテーションを行ってきました！
-------「寄附のゼミナール in あいち 2018」とは ---------------------------------------若者の寄附意識の醸成を図ることを目的に、県立高校 3 校において、ＮＰＯへの寄附を通じた
社会貢献を考える特別授業を開催します。1 コマ目は参加ＮＰＯが、高校生に活動内容のプレゼ
ンテーションを行い、2 コマ目に高校生が「寄附したい」と考えたＮＰＯに投票、3 コマ目で得票
率に応じた協賛団体からの寄附金贈呈の他、ＮＰＯと高校生との意見交換を行います。
ゼミナールの趣旨に賛同され、社会貢献活動に熱心に取り組む以下の 3 団体から協賛金が提供
されます。
・一般財団法人住友理工あったか基金（愛知県立 愛知商業高等学校へ訪問の参加 NPO へ）
・豊田商工会議所（愛知県立 豊田東高等学校へ訪問の参加 NPO へ）
・株式会社クレディセゾン東海支社（愛知県立 杏和(きょうわ)高等学校へ訪問の参加 NPO へ）
------------------------------------------------------------------------------------11 月 5 日（月）は 1 コマ目のプ
レゼンテーション。S&J パンドラ
では、月に 1 度開催している『コ
ミュニケーションを楽しく試す
ワークショップ』についてお話し
てきました。生徒のみなさんが、
時折メモを取りながら、とても真
剣な眼差しと耳を傾けてくれて
いるのを感じました。寄附のお願
いはもちろんですが、発達障がい
について少しでも知ってもらう機会としても大変良かったなぁと感じています。
さぁ、どれぐらいの票が集まるかは、乞うご期待！投票数がわかる 11 月 14 日（水）までドキ
ドキですが・・・次回の通信でお知らせいたします。
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２つのセクションの活動報告

おかし工房パンドラ
クリスマスケーキの予約が始まりました！
クリスマスは素材を生かし丁寧に作り上げた上質の
パンドラクリスマスケーキをご注文下さい。
皆様のご予約をお待ちしております。
9 種類（チョコプレミアム・いちごノエル・マロン
ノエル・レアチーズタルト・スノーマン・いちご
生ケーキ・チョコ生ケーキ・チーズケーキ・チョコ
ケーキ）のケーキをご用意しています！

刈谷市立東中学校特別支援学級生徒職場体験の受け入れ
10 月 1 日～5 日間、刈谷市立東中学校特別支援学級 2 年生女生徒を 1 名職場体験学習として受
け入れを行いました。明るくて素直な可愛い生徒さんで、おかし工房の雰囲気も忙しい時では
ありましたが、和やかに生徒さんを受け入れることが出来ました。特別支援学級の生徒さんと
いうこともあり、受け入れ側も少々心配はありましたが指示された仕事をきちんとこなしてい
く様子に安心しました。

秋のイベントバザーに参加させて頂きました。
ご支援・ご協力有難うございました！
・デンソー高棚フェスタ
・デンソーハートフルまつり

・刈谷市産業まつり
・名古屋短期大学文化祭

・デンソーフェステバル幸田
・刈谷市福祉健康フェステバル
・刈谷市立東中学校バザー
・刈谷市立雁が音中学校バザー
・刈谷市立朝日小学校バザー
・東刈谷市民センター文化祭
・刈谷市立南中学校文化学習会

・デンソー夢卵
・刈谷市農業まつり

・刈谷市立かりがね幼稚園バザー
・デンソーファシリティーズ
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S＆J パンドラ
地元企業様とのつながりを創る
9 月 21 日

第 6 回 「障害者雇用セミナー」(刈谷市他との共催企画)

第 1 部では「企業での精神・発達障害者雇用」をテーマに、三河地域 3 企業様をゲストにお迎えし、所
長の坂口がファシリテーターとなりパネルディスカッションを行いました。
障害者雇用に悩みを抱えている企業様、これから雇用を検討している企業様が知りたい情報を少しでもお
伝えできていたら嬉しく思いま
す。
今年も参加頂いた 15 社全ての
企業様へのフォローアップ訪問
を行います。1 社様でも多く見学
や実習など具体的な動きに繋げ
て頂けるよう心から願っていま
す。

9 月 13 日「障害者雇用サポートフェア」
(主催 ハローワーク刈谷・碧南)
メインの企業様と障害をお持ちの方との「懇談会」は、
面接会とは異なり企業からの求人票は出されていません。
その分、企業側、求職者側ともリラックスした雰囲気でコ
ミュニケーションが取れるメリットを感じます。
実際、11 月からの 2 名の企業実習につながりました！

10 月 25 日

第 2 回「就労移行支援事業所バスツアー」(刈谷市他との共催企画)

刈谷市内３か所の就労移行支援事業所を巡回するツアーに 9 社様の参加がありました。企業の方に一般就
労に向けての訓練を知ってもらい、障害者が働きやすい職場環境を作る為の参考にしていただくとともに、
就労移行支援機関との繋がりを深めていく事を目的として
います。
S&J の説明は利用者代表 5 名の方に行って頂きました。

「話し方教室」で毎月お世話になっている庄野先生に指導
をいただき何度も練習した成果もあり、とても堂々とした
スピーチでした。
（報告 スタッフ 中島貴美）
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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。
◆青木麻美様

◆五十川道博様

◆浅井春夫様

◆緒方恵理様

◆加藤大志様

◆神谷雅宏様

◆神谷聡子様

◆久保田好明様

◆甲村敬司様

◆越野達磨様

◆小山広志様

◆鈴木宜代子様

◆武市雅也様

◆舩橋義昭様

◆嶋津孝久様

◆平田佐奈恵様

◆二見清和様

◆二見汰良様

◆山本幸江様

◆渡邉

治様

◆岡部崇生様

◆中島由恵様

◆矢田部寿子様

◆神谷隆也様

◆面髙俊文様

◆舘林仁美様

◆中島義則様

◆藤井清司様

◆千葉紀明様

◆竹上富彦様

◆高須

◆神谷

浩様

◆榊原茂樹様

◆榊原幸代様

◆水谷綱男様

◆相京秀明様

◆伊藤洋一様

◆上松節子様

◆蟹江靖浩様

◆小村昭知様

◆佐野公二様

◆榊原由美子様

◆中野和弘様

◆高谷奈緒美様

◆田中幸男様

◆田中洋一様

◆邉原博美様

◆水野真一様

◆八橋優美子様

◆川崎雄大様

◆株式会社ビレッジ開発様

了様

◆株式会社近藤組様

◆公益社団法人豊秋奨学会様

◆株式会社デンソー

◆共同設備工業株式会社様

◆シマツ株式会社様

◆株式会社小垣江鉄工所様

マッチングギフト様

◆NPO 愛知ネット様

◆カリツー株式会社様

◆株式会社デンソープレスティック様

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

◆関山哲平様

◆高橋清通様

◆竹内美和子様

◆田中

◆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

◆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

◆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

愛様

茜様

篤様

祐介様

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

◆ビーウィズ様

◆加藤蔵次様

◆望月光三様

◆堀尾光男様

◆安田一裕様

◆岩崎

智様

◆浦野浩子様

◆谷口弘幸様

◆山口一行様

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致します。
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。
＜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 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

【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
7

岡部扶美子」
岡部扶美子

