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＜障害者雇用を進めて行くには＞ 
 

パンドラの会は障害者の雇用問題に焦点を当て、この 20 年間刈谷市で活動を進めてきました。 

障害者雇用に焦点を当てたのは、知的障がい者が学校を卒業した後、一般社会がどのような形で 

彼らを受け入れかつ、活躍できる場が提供できるかを真剣に考えたからです。結成した当時の 

作業所は、働く場というよりも居場所としての作業所が多く、重度の障がい者があまり活動的では 

ない作業をこなしている所が殆どでした。そんな障害者福祉「作業所」に一石を投じたのが 

「おかし工房パンドラ」だったのです。重度の知的障がい者が活動的にお菓子を作り、企業へ 

堂々と販売に出かけるなど、福祉では考えもつかなかった事業展開を進めた結果、全国的に 

ソーシャルビジネスとして大きく取り上げられ、全国ソーシャルビジネス 55 選にも選ばれました。 

私は、重度と言われている知的障がい者でも、彼らへのかかわり方や、彼らの可能性を信じ 

根気よく一つの仕事に打ち込んでいけばきっと素晴らしい労働者となり得ることを 

「おかし工房パンドラ」で実践してきました。 

知的障がい者が自分の仕事に誇りを持ち、仕事が好きになるまでには相当な時間と支援が必要に

なります。障がい者への仕事につての支援はとても大変で、行き過ぎれば虐待につながる可能性も

あります。諦めればそれで終わってしまいます。彼らを信じ、諦めずに支援し続けるのは本当に 

根気のいる仕事です。私は現場で支援している職員が、来る日も来る日も同じことを繰り返し指導

している姿を目の当たりにしてきました。其のたびこの姿を親御さんに見てもらいたいと思うと 

同時に現場の職員に頭が下がりました。パンドラには今も昔も障がいのある人たちを大切に思い、

理解しようと努力してくれている素晴らしい職員がいます。そんな職員に励まされ、叱責され 

ながらも頑張っている知的障がいの仲間は本当に愛おしく思います。 

時代が変わり、ここ最近、重度の知的障がい者でも雇用してくれる企業が増えてきましたが、 

企業は即戦力を求める傾向があり、彼らの支援の仕方や特異性を理解できていない事が多いように

思います。 

パニックになってしまう方への対応の仕方や、こだわりの強い方への対応、障がいの無い人との

ものの見え方の違いなど、言い出せばきりがありませんが、今までに障害者雇用を積極的に行って

こなかった企業は専門的なノウハウをこれから勉強して行く必要があると思います。 

そして現場で障がいのある人と一緒に働く人が、彼らを理解し、認め合えるような職場つくりを

して行かなければ、重度の知的障がい者を雇用してもすぐに辞めてしまう事になり、お互い理解 

できないまま終わってしまいます。障がい者と企業との懸け橋になることが障がい者と専門的に 

関わり、支援している福祉関係者であると思います。 

パンドラの会では 8 月より「S＆J パンドラ」において定着支援事業を行っていきます。 

この事業は障がい者が就職し、6 か月を経過した時点から受けられる福祉サービスで、上手く 

定着していけるように企業と本人の間に立って見守って行きます。このようにパンドラの会は 

今までもこれからも社会の中で活躍できる障がい者を応援、支援しながら、相手の企業への 

アドバイスと理解を深めて頂けるように努力してまいります。 

今後ともご支援・ご協力の程宜しくお願い致します 

 

代表理事  岡部扶美子 
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下記の日程にて令和元年度認定特定非営利活動法人パンドラ定時総会を開催します。 

日時  8 月 24 日（土）10：00~12：00 

場所  S&J パンドラ 

理事・運営委員様は勿論、賛助会員様も是非お越しください。 

 

 

 

 

5 月 21 日健康診断・7 月 8 日歯科検診を行いました。健診の結果、皆様健康では 

ありましたが、歯の汚れが目立つ方もあり歯の健康については、今一度歯磨きの大切さを

実感した次第です。皆さん健康な白い歯を目指しましょう！！ 

 

 

 

 

2 月にデンソーグループ社員様から 

申請して頂いた「デンソーグループ 

はあとふる基金」様より、防災グッズ及び

小型ミキサーを購入させていただきました。 

東南海地震に備えての防災備品を備える

資金がなく、気にはなっていたのですが 

購入できないでいました。この度 

「デンソーグル

ープはあとふる

基金」様の申請で

認められ、 

ヘルメットセットを人数分（35 人分）

そろえさせていただきました。その他

の備えはおいおい購入していくつも

りです。 

おかし工房では、前々から 

欲しかった卓上用小型ミキサーが 

来てから、生クリームの泡立てに 

助かっています。有難うございました。 

 

 

「デンソーグループはあとふる基金」様ありがとうございました 

認定特定非営利活動法人パンドラの会 

令和元年度定時総会の開催 

定期健康診断及び歯科検診を行いました。 
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6月 18日に 

アイシン精機 

株式会社様 

株主総会が行わ

れました。 

今年も昨年同様

パンドラのパウ

ンドケーキが 

株主様のお茶菓子に選ばれ、代表岡部と作業員の神谷さんがお菓子のサービスにお伺いいた

しました。株主様から「美味しいお菓子ですね」と言っていただきとても嬉しく、笑顔で 

株主様にサービスさせていただきました。 

このような機会を毎年与えていただいていることに、心より感謝いたします。 

これからも美味しくて安全・安心なお菓子作りに励んでまいりますのでよろしくお願い致します 

 

 

 

 

 

慈恵福祉専門学校の介護実習生が 

7 月 8 日～12 日までと 7 月 16 日～22 日までの 

2 班に分かれ各グループ 5 日間の実習を受け 

入れました。今年も外国からの実習生が 6 人中 

4 人でしたが日本語も上手で、とても真剣に 

実習に励んでくれました。ベトナムから 

やってきた 20 代前半の若い女性で笑顔がとても 

印象的でした。 

おかし工房と S&J パンドラの 2 か所の実習を 

行っていただきましたが、どの作業にも真剣に 

取り組む姿には感服しました。 

介護福祉士としての資格を取るには大変と聞いていますが、彼女たちならきっと無事に資格を 

取得できると信じています。 

 

そして日本の福祉を支える良き人材として力を発揮していただけと思います。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

 

2019年度アイシン精機株式会社様 

株主総会のお茶菓子に採用 

慈恵福祉専門学校 介護実習生の受け入れ 
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7 月 28 日（日） 

台風が立ち去った後、今年も 

碧南市にある水源公園で河原様 

主催の「咲かそうひまわり 

感謝祭」が行われました。 

パンドラダンサーズも、 

DA PUMP [USA] を力いっぱい

踊り会場を盛り上げました。 

 

 

 

 

 

 

7 月 23 日（火）パンドラの会のかりがね地域で 

行われる「かりがねまつり」が今年も盛大に行われました。 

今年は、今話題になっている、タピオカミルクティーを 

販売しようと 1 か月前から試行錯誤し、パンドラ 

オリジナル調合のミルクティーを開発、タピオカは 

本物の黒糖煮のもちもち感抜群のタピオカを購入し、 

当日 150 杯を完売させて頂きました。 

そのほかにも、ジュース・かき氷など夏祭りの定番を 

販売。売り上げは 170,000 円でした。 

お買い上げいただきました皆様有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

8月 3日にスペシャルオリンピックス愛知で 

行われたユニファイドスポーツに岡部君が 

参加しました。 

ユニファイドスポーツとは知的障がいのある

アスリートと障がいの無い人がチームを組み

スポーツを楽しむことです。 

今年も踊った 咲かそうひまわり感謝祭！ 

かりがね祭り 今話題のタピオカミルティーを販売 

スペシャルオリンピックス愛知の 

ユニファイドスポーツに参加 
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6 月 11 日～13 日までの 3 日間豊田市立前林中学校の 

2 年生の女子生徒 3 名を職場体験学習の実習生として

お菓子作りの職場体験をしていただきました。 

3 人共お菓子作りに興味があり、手先の器用な生徒

さんで、パンドラ側としてもとても助かりました。 

一番喜んでいたのは現場にいる作業員の 4 名で、 

3 日間、皆様とても張り切って仕事をしていました。 

このように外部からの風が入る事はとても良い刺激になります。そして全く「おかし工房 

パンドラ」の事を知らなかった方も、障害をもっていても頑張って働いている姿を身近に見て 

もらうことや、一緒に一つのことをする経験は障がい者理解につながると信じています。 

これからも積極的に職場体験学習の生徒さんを受け入れていきたいと思います。 

 

 

 

イベント販売 

・アイシン家族まつり  ・ショッキフェスタ 

・第 27 回 愛知県作業療法学会 ・伝想祭 

・あったかハートまつり  ・かりがねまつり 

学校バザー 

・刈谷市立かりがね小学校  ・刈谷市立富士松南小学校 

・刈谷市立東刈谷小学校   ・刈谷市立朝日中学校 

・刈谷市立小垣江小学校 

・刈谷市立小垣江東小学校 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

以上の会場でバザー販売させていただきました。 

当日パンドラのブースでお菓子をご購入していただきました皆様、有難うございました。 

 

 

 

◇岡崎信用金庫ダリヤ会様   ◇刈谷太極拳様     ◇認定 NPO 法人ワフカ様 

◇アイシン労働組合様    ◇ワシノ商事株式会社様  ◇西三河在宅介護センター様 

◇キムラユニティー株式会社様  ◇カリツー株式会社様   ◇メガガイア刈谷店様 

◇TABMEC 株式会社様   ◇山本幸江様  ◇デンソーテクノ株式会社様 

◇株式会社豊田自動織機様 

バザー出店をさせていただきありがとうございました。 

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） 

豊田市立前林中学校 

職場体験学習生の受け入れ 

おかし工房パンドラ 
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「定着支援サービス S&Jパンドラ」（併設） 

 

定着支援サービスとは 

就労定着支援とは、2018 年 4 月に創設された改正障害者総合支援法に基づくサービスです。 

一般就労をしている障害のある方が長く職場に定着できるよう、福祉サービスを提供する 

事業所がさまざまなサポートを一定期間（最大 3 年間）行います。 

どんな人が対象  

○ 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労に移行した方で、

就労にともなう環境変化により生活面・就業面の課題が生じている方。 

○ 一般就労後、6 カ月を経過している方。 

○ 他法人の事業所から就職された方でも利用可能です。 

どんなサポート  

希望が叶って会社へ就職！しかし実際に働きはじめると、今までとは違った悩みや不安が 

出てくることもあります。  

たとえば… 

• 上司や同僚とうまくコミュニケーションが取れない 

• 新しくまかされた仕事が上手くいかない 

• なかなか疲れがとれない、仕事に集中できず不安な日が続いている 

そんな場合に、ひとりで抱え込んだり悩んだりしないですむよう、どうやれば上手く行くか等、

問題解決を一緒に取り組んでいきます。必要に応じ職場や関係機関と連携を図っていきます。 

具体的には、利用者の自宅や会社を訪問することにより、月一回以上は対面での相談を通じて

課題の把握を行います。その上で必要なアドバイスや職場や関係機関との連絡調整を行い、 

皆さまが安心して働き続けられるよう応援します。 

より充実した活動に  

従来の「OB 会」（奇数月第 3 金曜）、「ぐうど会」

（移行支援利用者との交流の場、偶数月第 1 土曜）

や BBQ などのイベントは引き続き開催していき

ます。最近では OB 主催で「飲み会」も開かれる

など交流の場も盛んになってきています。 

弊所の新しい本サービス事業が皆様の信頼を 

得られるようスタッフ一同で頑張って参ります。                            

（所長 坂口伊久磨） 

※恒例参加イベント「安城 5 時間耐久リレーマラソン」 

S＆Jパンドラ 2019年 8月スタート！！ 
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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。 

◆小田修司様   ◆千葉紀明様   ◆嶋津孝久様  ◆白子澄子様   ◆田中幸男様 

◆玉寄 涼様   

  

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 

◆兼堀真世様   ◆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。 

◆澤田様     ◆株式会社デンソー はあとふる基金様 

◆川原朗治様   ◆豊田自動織機 労働組合様 

 

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。 

 


