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＜後世に残すもの＞
私は昭和 25 年生まれで、団塊の世代と呼ばれる最後の年です。私たちの育った日本は戦後の混
乱が少し落ち着いた頃で、まだ皆が生きていくのに必死だったと聞いています。兵庫県尼崎市でも
自然が豊かで田んぼの中を走って学校に通っていました。そしてしばらくして各家庭にテレビ、洗
濯機、冷蔵庫があたりまえになり、母が楽になったと喜んでいたことを覚えています。しかし、そ
の一方この頃から周りの田んぼが無くなり、家が立ち並び、自宅周辺から田畑が姿を消し始めまし
た。
競争社会が始まり、学校では成績が廊下に張り出され、大人たちは少しでも良い暮らしをしよう
と朝から晩まで必死で働いていました。その結果、日本はものすごいスピードで先進国の仲間入り
を果たすことが出来ました。良い生活、便利な生活を求めみんなひたすら走っていました。しかし
今になってみれば何を後世に残そうとしてきたのでしょうか？
素晴らしい自然は次々と破壊され、化学薬品で汚染された川はどぶ川になり、山は産業廃棄物で
いっぱいになっていたりと本当に心が痛くなります。そう言いながらも、自分は何をしてきたのだ
ろうと思うと便利になった生活に喜び、何も考えずに生きてきたように思います。きっと私だけで
はなく多くの人がそうではないでしょうか、その結果今の異常気象や、自然災害が多くなって来た
のでしょう。誰もがこのままではいけないと思いつつ、楽な暮らしに慣れてしまった人はもう後戻
りはできない。そんなジレンマがあります。
私自身もジレンマを抱える一人ですが、今自分にできることに目を向け生活してゆきたいと思って
います。その一つが出来るだけごみを少なくし、食品ロスを出さないことに心がけています。
食を生業とする「おかし工房パンドラ」でも今までずっと頑張ってきたことが有ります。それは
食品ロスを出さない事です。作った商品はすべて売り切る。売れる数しか作らない。失敗したり割
れてしまった物は安い価格で訳あり商品として売ったり、全く売れないようなものは我々のおやつ
になったりと徹底してごみにすることは避けてきました。本来のお店ではない形を貫いてきたから
こそ、今も価格が維持されています。
材料は良いものを使用しながら低価格で美味しくて安全なお菓子作りを貫き、この 20 年障がい
のある方と一緒にお菓子を作り続けることが出来たのは、受注生産と無駄を極力少なくする努力の
成果だと考えています。
毎日のようにトヨタグループ企業様の社員食堂で生ケーキの販売をさせて頂いたり、社会貢献
活動として社員様の運動会の参加賞などに沢山の注文を頂いたりと感謝に堪えません。それもおか
し工房パンドラが材料や添加物を入れない安全で美味しいお菓子作りを貫いてきたからこそ得ら
れたことだと思っています。
2000 年おかし工房パンドラを設立し、企業との協働事業を福祉の現場にいち早く取り入れた事
は障害者施設の在り方に一石を投じたと思っています。これからも皆様のお力を借りながらおかし
工房パンドラは美味しくて安全、低価格を守ってまいります。
今後とも皆様のご支援ご協力よろしくお願い致します

代表理事
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令和元年度
認定特定非営利活動法人パンドラの会

第 20 期定時総会を開催しました！
令和元年 8 月 24 日(土)
認定 NPO 法人パンドラの会
令和元年度 第 20 定時総会を開催いたしまし
た。
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、今年度も計画書に
のっとり事業を進めてまいります。
今後とも皆様のご支援、ご協力をお願い致しま
す。

2019 年度「ふれあいファーム さつまいも収穫祭」
アイシン精機㈱様・㈱豊田自動織機様の協働で毎年開催さ
れている、「ふれあいファーム さつまいも収穫祭」に
今年も参加させていただきました。
この行事は、アイシン精機㈱様・
㈱豊田自動織機様の社会貢献活動の一環として皆様が育てて
くださったサツマイモの収穫に刈谷市周辺の福祉団体を招待
してくださいます。
パンドラの会は就労移行支援「S＆J
パンドラ」もボランティア活動をさせて
頂いている農園でもあり、毎年参加させ
ていただいております。今年も焼き芋の
試食会と、収穫作業をしました。持ち帰
ったさつまいもは、各自自宅に持ち帰っ
て美味しくいただきました。
収穫祭に招待いただき、ありがとう
ございました。
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デンソーハートフル会員の皆様
有難うございました。
パンドラの会では、自然災害に備え定期的な防災訓練を実施しています。
今回は、デンソーハートフル基金で寄付していただいた防災グッズを使い訓練を実施。
大地震が発生したとの想定のもと、落ち着いて１人１つ防災用品を身に着け避難訓練を行いました。
デンソーハートフルの皆様、ありがとうございました。

刈谷市 福祉・健康フェスティバル 2019
障害者ワークフェア 2019 でのダンス披露！！
10 月 20 日(日) 刈谷市総合文化センター
で行われた「刈谷市 福祉・健康フェスティ
バル 2019」会場及び、11 月 18 日(土) 愛知
県国際展示場で行われた「2019 年障害者ワ
ークフェア」のステージイベントに“パンド
ラ・ダンサーズ”が出演しました。
ＤＡ ＰＵＭＰ 『 U．S．A．』のダンスで会場を
大いに盛り上げました。ギャラリーは満員で
皆様から沢山拍手を頂き感激いたしました。
来年に向けて新しいダンスも頑張ります。

安城特別支援学校高等部・刈谷市南中学校
職場体験学習生徒の受け入れ
11 月 12 日～15 日までの 4 日間安城特別支援学校高等部
2 年生と刈谷市南中学校特別支援学級 3 年生を職場体験学習
の実習生として受け入れました。ここ数年、安城特別支援学
校からの実習生は受け入れておらず、久しぶりの障がいを
もつ方の受け入れを行いま
したが、実習生の真剣な態度
と頑張る姿勢に心打たれま
した。又現在働いている方た
ちにも良い刺激となり、先輩
としての自覚が感じとるこ
とが出来ました。職員にとっ
てもよい経験になりました。
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コミュニケーションを楽しく試すワークショップ
最近の様子をご報告します☆
2019 年 10 月 19 日(土)「コミュニケー
ションを楽しく試すワークショップ」の様
子をご報告します。
この日のファシリテーターは俳優の
中野菜保子さん（上写真左側）でした。
中野さんの回は、演劇を通し、コミュニケ
ーションについて考え、実際に試してみる
ことで、体感・体得できる内容となってい
ます。
準備された台本を読んで、2 人のキャス
トがどんな人物なのかを想像し、参加者で
意見を出し合った後、ペアを組んで実際に
演じます。
左の写真は登場人物になり切り、演じて
いる様子です。
プライバシーの都合上表情をお見せでき
ず残念ですが、笑顔で良い表情をされて
います。時折笑いも起こり、盛り上がり
ました。
自分ではない人を演じることによりその時の気持ちがよりリアルに感じられ、共感できることも
沢山あります。
皆さんそれぞれに味があり大変良かったです。
※「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
コミュニケーションに生き辛さを抱えている方（例えば発達障がいのある方）やご家族など、悩
んだり困ったりしている方を対象に、地域公開で毎月第 3 土曜日に開催しています。
2017 年 1 月よりスタートし、2019 年 10 月 19 日(土)で 37 回目を迎えました。
この事業はパンドラの会独自の事業として行っていますが、今社会で問題になっている発達障が
い者の方や生きにくさを感じて見える方にとってなくてはならない事業と考えていますので、
刈谷市独自の事業として進めて頂けるように、刈谷市に訴え続けて行きます。
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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
2019 クリスマスケーキ注文開始☆
いよいよクリスマスケーキの注文が始まりました。
2019 年の締めくくりもおかし工房パンドラの美味しいクリスマスケー
キで締めくくってください。
今年も材料に拘った美味しくて、安全な Xmas ケーキをお届け
いたします。

ご予約は早めに！！
株式会社アドヴィックス様・株式会社デンソー高棚製作所 402 工場様

お誕生日ケーキ・工場内定期販売開始
株式会社アドヴックス刈谷工場様より社員さん向けに、バースデーケ
ーキを月 2 回定期的に作ってほしいとの依頼が有り、10 月より開始いた
しました。月別にいろいろなケーキを提供させていただきます。

株式会社デンソー高棚製作所 402 工場様より月 1 回定期的にパンド
ラのお菓子の販売をしてほしいとの依頼が有り、11 月 5 日に初回の販売
をさせて頂きました。生ケーキもご用意させていただきましたがすぐに
完売し大変好評でした。

トヨタ車体株式会社第 2 工場管理室様では「デザート de ボランティ
ア」の企画のもと月 1 回の職場食事会におかし工房パンドラの生ケーキ
をご注文いただけるようになりました。

トヨタグループ企業の皆様の温かい心遣いに感謝いたします。有難うございました。

秋のバザー・イベント皆様お世話になりました。
今年初めて愛知製鋼株式会社様

「刈谷工場ふれあい祭り」に参
加させていただきました。
◇東邦ガス展◇デンソー幸田さわ
やかホリデー◇刈谷市朝日小学校
◇刈谷市雁が音中学校◇刈谷市東
中学校◇刈谷市福祉健康フェステバル◇東刈谷市民センタ
ー◇デンソーファシリティーズ運動会◇刈谷市産業まつり
◇刈谷市南中学校◇名古屋短期大学学園祭（敬称略）

バザー販売のご協力ありがとうございました。
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S＆J パンドラ
●

～精神・発達障がいをもつ人が長く働ける～

職場づくりの極意を学ぶ！
【刈谷市他との共催イベント】

Part①

第 8 回 「企業向け

障害者雇用セミナー」(8 月

30 日)
今年は弊所での取り組みの「事例報告」及び、お世話になっている NT テ
クノ様、スギスマイル様、ハローワーク刈谷様 3 事業所による「パネルディ

スカッション」の司会をつとめさせていただきました。
NT テクノ様からは『精神の雇用は不安だったが、パンドラとの信頼関係と
支えにより、長く働いてもらっている』とのコメントも頂きました。
国調査によると※注１この５年で精神障がいをもつ人の雇用数は５倍、つい
に知的障がいをもつ人の雇用数を超えるまでになりました。一方で離職率も
非常に高いのも事実で、定着支援がますますの課題となってき
ています。今後はイベントのテーマでもある「職場づくり」の支援を、
S&J の重点目標に掲げて取り組んでまいります。
※注 1「障害者雇用実態調査」
（厚労省

Part②

第 3 回「企業向け

平成 25 年度、平成 30 年度比較）

就労移行支援事業所バスツアー」(10 月 4 日)

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 11 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、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。
今回移動中の車内で「パンドラの PR ビデオ」を上
映。これは利用者の皆さまが中心となり内容や構成を
企画し、
「話し方教室」で毎月お世話になっている庄
野先生にもご協力をいただき作成しました。

●

新プログラム

【メイク講座

10 月より、毎月 2 回継続的に行ってい
ます。
「なかなかきちんと学ぶ機会がなかった
ので、ためになります！」と皆様から嬉し
い感想をいただいております。
何より、講座中の普段に増しての皆さま
の笑顔が印象的です。
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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。
◆相京健吾様

◆青木麻美様

◆浅井春夫様

◆有富静枝様

◆石川謙治様

◆五十川道博様

◆伊藤洋一様

◆上松節子様

◆浦野浩子様

◆大場昭子様

◆岡部崇生様

◆緒方恵理様

◆面髙俊文様

◆加藤蔵次様

◆加藤大志様

◆加藤敏夫様

◆蟹江靖浩様

◆蟹江紗代様

◆神谷聡子様

◆神谷隆也様

◆神谷孝子様

◆神谷武志様

◆神谷雅宏様

◆川崎雄大様

◆木戸上めぐみ様

◆久保田好明様

◆倉田

◆甲村敬司様

◆小村昭知様

◆小山広志様

◆榊原克実様

◆榊原由美子様

◆榊原幸代様

◆榊原麻美様

◆鈴木宜代子様

◆鈴木昌子様

◆高須

了様

◆高谷敏一様

◆竹上富彦様

◆武市雅也様

◆舘林仁美様

◆田中洋一様

◆谷口弘幸様

◆玉寄 涼様

◆千種祐司様

◆千葉紀明様

◆長澤享紀様

◆中島由恵様

◆中島義則様

◆平田佐奈恵様

◆藤井清司様

◆舩橋義昭様

◆邉原英晃様

◆水谷綱男様

◆水野智貴様

◆矢田部寿子様

◆八橋優美子様

◆山口一行様

◆山城次男様

◆横山弘美様

章様

◆渡邉 治様
◆かりや愛知中央生活協同組合様
◆株式会社近藤組様

◆共同設備工業株式会社様

◆カリツー株式会社様

◆株式会社デンソープレステック様
◆シマツ株式会社様

◆株式会社ビレッジ開発様

◆公益財団法人豊秋奨学会様

◆株式会社小垣江鉄工所様

◆NPO 法人愛知ネット様

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

◆兼堀真世様

◆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 愛様

◆玉田孝司様

◆築山津江美様

◆得猪佳代様

◆永島彩朱様

◆並

◆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

◆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

◆山田直子様

◆山本健太様

◆吉川文子様

◆渡辺健斗様

政志様

茜様

ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。
◆岩崎 智様

◆堀尾光男様

◆株式会社デンソー
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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。
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