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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 

TEL：0566-25-3012   FAX：0566-23-4373 

URL：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」 
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＜多様性の受け入れ＞ 
 

この頃よく話題になる多様性（ダイバーシティ）社会とはどのような社会なのか、辞書には

いろいろな種類や傾向のものがある事、変化に富むこととあります。異なる性質を尊重して受

容する環境を築くことで、コミュニケーションが円滑になるだけでなく、新たな価値を創造す

る可能性を高めるそうです。何でも受け入れる事が多様性の受け入れと勘違いされがちですが、

多様性社会とは全く違います。 

今までの日本における教育は、これとは全く逆のことが行われてきたように思います。 

戦後の民主主義教育の中で変化はありますが、根本的な日本人気質はあまり変わらない様に思

います。その事が顕著に表れているのが障がい者差別であり、トランスジェンダーへの偏見、

差別だと考えています。 

これからのグローバル社会で、日本もこの多様性社会の考えが、浸透し一般化して行くと思う

のですがまだまだ先は長いように思われます。 

私自身も多様性の受け入れについては、意識変革に努めなくてはいけないと痛感しています。

自分たちとは違う考えや習慣をもった方を受け入れることは、大変難しいことかもしれません

が、受け入れる姿勢があれば、相手を理解することが可能になり、お互いが住みやすい社会が

構築出来、みんなが幸せに暮らしてゆけると考えています。 

障がい者雇用の問題も障がいを理解し受け入れ、彼らが働きやすい環境を整え健常者も障が

い者も共に働ける場所を工夫しながら、双方が気持ちよく仕事のできる環境を整えることでよ

りよい社会が生まれてくるのではないでしょうか。 

偏った労働者不足にある今日、働きたくても働けない状態のまま家庭の中でじっとしている

人がたくさんいます。彼らの中には軽度の知的障がい者や発達障がい者も多く含まれていると

思われますが、彼らは助けをどこに求めれば良いのかさえ分らないまま過ごしていることもあ

ります。 

 Ｓ＆Ｊパンドラには各市町の相談支援施設からの紹介で、外から見えにくい障害の方が多く

やってきます。そして 2 年の職業訓練を受け、社会に巣立っていく姿を見ていると本当に良か

ったと痛感します。この事業の成果は就職を勝ち取ったことではなく、その後も働き続けられ

るか、楽しい社会生活が送れるかということだと思います。何かしら生きにくい方々は生活し

ていくことに拘りがあったり、人と違った考えを持つ方が多いので、そこのところをどう乗り

越えてくれるかが心配なところです。Ｓ＆Ｊパンドラでは月に 1 回パンドラ卒業生の同窓会を

行い、情報交換を行ったり、悩んでいることなどを相談できる場を設けています。職場での孤

立化や困っていることを誰にも相談できずにいないかなど就職後のケアがとても必要だと考え

こうした場を設けています。しかしこの事業もパンドラの無償支援事業として行っています。

困っている人を助ける社会的事業は常に経済的には追い込まれていきます。しかしながらこの

信念は曲げずに今後も邁進してまいります。 

皆様のご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

代表理事  岡部扶美子 
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  4 月 1 日(月)、認定 NPO 法人パンドラの会 入所式を無事行うことが出来ました。 

午前に行われた式典では岡部代表理事の話を真剣に聞き、その後利用者、スタッフが各

自、皆さんの前で今年度の目標を発表しました。式典の後、刈谷市にある亀城公園に

移動し、毎年恒例のお花見会開催！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者、スタッフ・退職者スタッフ・ボランティアスタッフ合わせて 46 名の参加

がありました。 

ボランティアスタッフが花見の場所取りをして下さったため、一堂に会し満開の桜の

下でのお花見ができました。お弁当は今年も株式会社上々様の手作り弁当、花より団

子で和やかな雰囲気でのお花見会ができました。 

花見の後は、ボーリング大会!! 

今年も賞金をかけての真剣勝負の戦いで大いに盛り上がり、笑顔いっぱいのひと時で

した。今年の優勝者は 1 位 岡部佳史さん・2 位千種健司さん・3 位水谷方彦さんで

した。パンドラの会全体で盛り上がった楽しい１日となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年度 入所式＆お花見・ボーリング大会 
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２月２４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、“DA PUMP「U.S.A」”を披露し会場を盛り上げました。 

障がいがあっても、「努力すればすばらしいダンスができる」ということを会場全体に

アピールできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンドラの会のダンスが、刈谷市ボランティア連絡協議会の方の目にとまり、4月 13日（土）

に行われた「平成 31年度 刈谷市ボランティア連絡協議会」の団体活動紹介の場で 

“DA PUMP「U.S.A」”を披露させていただ

きました。 

ダンスで会場

を盛り上げた

パンドラダン

サーズ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉ふれあいフェスティバル inシャインズ 

刈谷市ボランティア連絡協議会でのダンス披露 

出演依頼受付中！！ 

依頼は、パンドラの会事務局(0566-25-3012)まで 
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S＆Jパンドラで就労指導員として、約 5年間働いていただいた瀧川賢司さんが退職されるた

め、3月 8日(金)に職員スタッフ全員で送別会を行いました。 

瀧川さんは、就労移行支援のプログラムの一環として行っている、石けん製造の責任者とし

て障がいがある方と共により良い石けんができるように指導していただきました。瀧川さんの

おかげで、石けん製造を通じて自信をつけていった利用者の方や、瀧川さんの人柄は多くの利

用者の方から信頼されていました。 

今後もご活躍期待しております。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 23日(火)に アイシン精機株式会社様 伝承館 2階にて第 17回さわやかコンサートが

開催されました。このコンサートは、アイシン精機㈱様が従業員や地域の方に気軽にクラシ

ックにふれていただく機会として毎年開催されています。 

パンドラの会も招待して頂き、スタッフと利用者で参加させていただきました。バイオリ

ンの演奏やピアノの演奏、普段あまり聴く機会がないクラシックの生演奏で、とても楽しい

ひと時を過ごすことができました。 

アイシン精株式会社様、招待していただきありがとうございました。 

長く働いてくださいました職員が退職されました。 

第１７回さわやかコンサート 
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２つのセクションの活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月16日にパンドラメンバーが贈呈式

に参加させていただきました。 

 

毎月 11 日にイオンモールで発行され

ている黄色いレシートを、所定の指定

団体投函箱にいれて頂けると、団体ご

とのレシート合計金額の 1 パーセント

をイオンモール株式会社様から寄付金

として頂けるイオンモール株式会社様

の社会貢献活動です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

◇メガガイア刈谷店様   ◇学校法人さくら学園様     ◇カリツー株式会社様 

◇西三河歌謡大会様    ◇㈱ジェイテクト刈谷工場様  ◇熊地区パトロール隊様 

◇㈱デンソーユニティサービス様  ◇(株)シャインズ様   ◇㈱豊田自動織機様 

◇アイシン精機労働組合様 

 

おかし工房パンドラ 

頑張ったバレンタイン！・ホワイトデー！ 

ケーキ屋の大イベントである 

バ レ ン タ イ ン 商 戦 ！ ・   

ホワイトデー商戦！ 

 

一人一人が与えられた仕事

を一所懸命こなし、お客様に

喜んでいただけるお菓子作り

にはげみました。 

ご支援していただいている皆

様から沢山のご注文を頂き有

難うございました。 

 
バレンタイン￥187,60 ホワイトデー￥169,000 

 
イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン贈呈式 

大口のご注文ありがとうございました。 
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～就職おめでとうございます！ 就職後も、S＆Jパンドラは応援します!!～ 

㈱ASAP 様 

A さんは、若者サポートステーションのご紹介で弊所に。

約 3 年のトレーニングの後、就職されました。 

 コミュニケーションの苦手さや緊張が強く、最初の１年

は週１日通うことも大変なご様子でした。それでも本人は

コツコツ努力され続け毎日通えるように。就職活動でも何

社も見学・実習を行いましたが、なかなか就職にはつなが

りませんでした。でもここでも本人はあきらめず、逆にい

ろいろな企業への見学・実習が自信につながり今回の採用

に。A さんにとって適した業務内容と環境で、生き生きと働かれています。 

㈱デンソーブラッサム 様 

B さんは、専門学校のご紹介で弊所に。約１年半のトレーニングの後、就職されました。 

通所を始められた当初は人との距離感やビジネスマナーなどに苦手意識を感じていらっしゃいました。プ

ログラムを通して適切な距離感やビジネスマナーを習得されました。就職活動では、最初の頃、自分がどの

職種に向いているのか分からず不安も大きかったようです。そこから、ある介護施設等の実習で内々定をい

ただく等、働くイメージや自信をつけていき、今回の採用につながりました。 

㈱アルペン 様 

C さんは、支援学校を卒業後、弊所に。約２年のトレーニングの後、就職されました。 

通所を開始した頃は、真面目な性格ゆえに頑張りすぎてしまい疲れてしまうことや、怒りのコントロール

が苦手な部分がありました。怒りのコントロール方法(アンガーマネージメント)を学び、作業中は 100％では

なく、60％を心がけるようにすることで気持ちに余裕を持ちながら作業ができるようになりました。就職活

動では、多くの企業にトライするも採用に結びつかないことがありましたが、あきらめずに見学・実習を繰

り返す中で今回の採用につながりました。 

㈱森精肉店 様 

D さんは、支援学校を卒業後、弊所に。約２年のトレーニングの後、

就職されました。 

最初の１年は、こだわりが強く思い立ったらどんな状況でも行動し

てしまうことが多く見受けられました。プログラムに参加されていく

中で、こだわりも徐々に弱くなり周りを見て行動できるようになりま

した。就職活動では、清掃などの様々な職種にチャレンジされました

が採用には至りませんでした。しかしハローワークの全面的なご協力

もいただき今回の求人を見つけ、見学・実習に。D さんの真面目で丁

寧な作業ができる強みを評価していただき採用が決定しました。 

 

S＆Jパンドラ ２０１９年２月～５月   ４名の方が就職しました!! 
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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。 

◆加藤大志様   ◆作田一博様   ◆千葉紀明様  ◆笹井 学様   ◆炭竃英之様 

◆野畑千榮様   ◆野村裕子様   ◆堀尾光男様  ◆水野智貴様   ◆山本勝喜様 

◆横山弘美様 

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  ◆得猪佳代様  ◆永島彩朱様   ◆並 政志様 

◆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 

◆丹羽 満様   ◆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。 

◆高橋鉄也様   ◆三浦 清様  ◆株式会社エイト様 ◆株式会社デンソー マッチングギフト様 

◆川原朗治様   ◆ビーウイズ様 

 

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令和 2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 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」 

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。 

 

 

 

 

 

 


