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＜2020 年に思う事＞
2020 年は東京オリンピックの年、何と私の誕生日がオリンピックの開会式！
この偶然に驚き、
「何ともいい気分！！」そしてパンドラの会は今の築地町に開所してから 20 周年、
刈谷市は市制 70 周年、私は 70 歳（古希）を迎えます。でもまだまだ世の為人の為に働かねばなりません。
昨年の暮れにこんなことが有りました。ある企業に就労支援した軽度の知的障がいをもった女性から８年
振りに突然メールが届きました。内容は「助けてほしい。離婚したい。」などただ事ではない内容で、驚い
てメールでのやりとりがあり、直接会って話を聞くことにしました。そこでわかった事は、給料を全て夫が
管理していて全く自分には解らない、お小遣いは貰ってはいるが十分とは言えないなど、経済的虐待が疑わ
れるような内容でした。会社とも連絡を取ったところ、その悩みがあったせいかこのところ仕事にミスが多
く、相談しようと思っていたとの事で、よほど悩んでいたのだと知りました。その後、彼女の夫とも会って
話を聞き、いろいろ事情はあったものの彼女の言っている事は事実でした。軽度の知的障がい者はきちんと
働くこともできるし、結婚、子どもを作り家庭を築くことも可能です。相手が健常者の場合は、彼女のよう
なケースも多く存在しています。
もう一つのケースは、2006 年～2009 年刈谷市障害者就労支援事業を委託されていた時に就労支援をした
一人暮らしの知的障がいのある男性です。初めに手掛けたのは彼の住まいの清掃でした。パンドラの職員と
作業員の有志で彼の家を整え、身辺を清潔にすることからの支援でした。彼はとてもまじめで正直な人柄で、
生活が整うと直ぐに企業に就職が出来ました。勿論今も頑張って働いています。彼には義理の父と実の母が
いましたが、母が病気で入院すると、義父は知的障害の息子を置き去りにして出て行ってしまい行方は分か
らなくなっていました。しかし、彼の生活が安定してきた頃、再び義理の父親が現われました。しばらくし
て母が急に亡くなり、遺産相続で遺産を受け取ると彼の大切なもの全てを売り払い、姿をくらましてしまい
ました。このように家族と言えども決して障がい者の味方ではない事が数多く見受けられます。前者の女性
も自分自身の両親は無く、頼るところがない方だったので、「困ったことが有ったら連絡しなさい。必ず助
けて上げるから」と私は伝えていました。きっと彼女は悩んだ末、私に連絡してきたのでしょう。この二人
のように障害の程度は軽いものの判断に困ることや、難しい手続きなど苦手な方も多くいます。又子育てに
なると普通の人以上に支援が必要になります。
障がいがあっても差別なく結婚生活や子供を育てていく支援が全く足りていないのが現状です。刈谷市に
はグループホームや入所施設もありますが男女別々で夫婦が入れる施設は存在していません。刈谷市だけで
はなく全国を探しても０に近いのが現状です。障害者差別を無くし、誰もが基本的人権を守られながら安心
して暮らせる社会の実現を目指してはいますが、これが現実です。この二人が結婚し子どもを授かった時、
私はいち早く居住する市の担当者に６か月で保育園に入れてもらえるように動きました。それは生まれてき
た子がまた軽度の知的障がい児になりかねないと思ったからです。乳幼児期の育児において十分な栄養と遊
びを通した適切な関わりが無ければその後の発育に問題が起きる可能性があると思ったからです。この様に
支援が必要な時に必要に応じた支援が行政は出来ていません。今回も彼女が居住している市の担当者に相談
してみましたが、決まりきった答えしか返って来ませんでした。
（刈谷市の生活支援も充分ではありません。）
行政に頼らず、これからもこの二人の支援は行っていきます。前者の女性とは、年が明けてから何度も彼女
の働いている会社の終業時間に合わせ、自宅まで送りながらゆっくりと話を聞き、夫とも会って話し、今自
身が行っている事は、経済的虐待であり犯罪であることを告げ、今後どうするかを３人で話し合う事になっ
ています。後者の男性に関しては、生活支援担当者を交え相談会議を行って相談にのっています。まだまだ
時間はかかりますが二人が納得のいく支援を行っていくつもりです。このような支援活動は、無報酬のボラ
ンティア活動です。誰かの助けになるのなら、これからもずっと私は求められればこの活動を行っていきま
す。私が出来るやるべきことだと思っています。
これからも皆様のご支援、ご協力のほどよろしくお願い致します。
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少し遅くなりましたが！

あけましておめでとうございます。

パンドラの会にご協力いただいている皆様へ
昨年中は、皆様に大変お世話になりました。
今年もパンドラのスタッフ一丸となり、障がいを持たれた方々へのより良い支援を
おこなっていきます！

今年も、変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

八橋優美子さんお疲れ様でした。
そして有難うございました。
平成 14 年 4 月から 18 年間「おかし工房パンドラ」の職員として
働いていただいた、八橋優美子さんが、家庭の事情で昨年 12 月を
もって退職されました。、八橋さんは、障がいのある方々を自分の
子供のように思い、優しく時には厳しく今日まで職業支援員として
指導を続けてくださいました。学校を卒業したばかりの知的障がい
の方々や身体に障害のある方々に対し、それぞれに合った仕事の工夫をしながら、皆が
理解しやすく、丁寧に仕事を教えてくださいました。其のお陰で障がいのある方は仕事を覚え、
立派に仕事をこなせるようになりました。私たち職員への心遣いも忘れず、愛情と優しさで、
包んでくださいました。「パンドラの会」の礎を築いていただいたことに感謝いたします。
有難うございました。

「障がい者ワークフェア 2019」に参加依頼あり！
2019 年 11 月 15 日（金）から 18 日（月）にかけて、
愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）をメイン会場に、
４市９会場で「あいち技能五輪・アビリンピック 2019」
を開催されました。
愛知県就業促進課からの依頼が有り、同会場で同時
に行われた「障害者ワークフェアー2019」に出店及び
ステージイベント依頼が有り、お菓子の販売とダンス
を披露しました。
“パンドラ・ダンサーズ”は、ＤＡ ＰＵ ＭＰ
『 U．S．A．』のダンスで会場を大いに盛り上げまし
た。
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夢いっぱいの特等席

福祉コンサート

刈谷市総合文化センターのアイリスホールで名古屋フィルハーモニー交響楽団による福祉コ
ンサートが行われました。
生の音楽に触れることにより、心も体も癒され心穏やかな気持ちになりました。
毎年、ご招待状していただきありがとうございます。

「刈谷市制施行 70 周年記念 夢ファンド」1 位採択
昨年 11 月に刈谷市制施行７０周年記念まちづくり活動支援事業補助金申請を行い、書類選考の
後、今年 1 月 26 日（日）刈谷市総合文化センターで選考決定のプレゼンテーションが行われまし
た。結果は当日発表され、「刈谷市制施行 60 周年記念夢ファンド」に引き続き、今回も 1 位採択
という素晴らしい結果になりました。
パンドラの会 20 周年を記念し、「刈谷市市制施行 70 周年記念夢ファンド助成金」を使い
6 月 6 日（土）ウイングアリーナにて 10 時間共走リレーマラソン「パンドラ 2020 10 時間リレー
マラソン」を開催します。
今後、ホームページなどで参加者、ボランティア等を募集いたしますので奮ってご参加ください。
ご支援・ご協力の程、よろしくお願いいたします
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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

1,050,000 円

<クリスマスケーキ販売実績>

ご協力ありがとうございました。

2020 年バレンタイン･ホワイトデー
おかし工房の拘り、それは良い材料を使い、お客様に手ごろなお値段
で届けること！
バレンタインはチョコレートはクリスマスと同じく力を入れている
イベントです！ベルギー産カレボー社の最高級のチョコレートを使
って、舌触りの良い滑らかな生チョコレートを
はじめ本命からの義理チョコまで幅広い商品ご用意致しました。
皆様からのご予約をお待ちしています！

バレンタインのご予約受け付中

申込み締切り

2 月 10 日(月)

刈谷市内中学校の職場体験学習生の受け入れ
令和元年 11 月 12 日~15 日、刈谷市立中学校特別支援学級
の職場体験生 1 名を受け入れました。身体障害と知的障害の
ある男子生徒でしたが、どの仕事にも真剣に取り組み出来な
いことを克服しようと頑張る姿勢に感動しました。
令和 2 年 1 月 15 日から 17 日、刈谷市立雁が音中学校の
生徒さん 2 名、おかし工房で職場体験学習をして頂きました。
障がいのある方に対して偏見も無く、ごく自然にとけ込んで
楽しそうにいろいろなお菓子作りを体験していただきまし
た。同時に仕事の大変さを学んで頂いたかと思います。
皆様お疲れさまでした！

イベント販売有難うございました
･障害者ワークフェア 2019・JA あいち中央刈谷地区農業まつり･刈谷市立衣浦小学校 PTA バザー

大口のご注文有難うございました。（順不同）
◇西三河エリアワン様 ◇刈谷市手をつなぐ育成会様
◇つくし作業所様

◇株式会社豊田自動織機様 ◇シャインズ様

◇株式会社デンソープレステック様 ◇メガガイア刈谷店様
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S＆J パンドラ

２０１９年１１月～２０２０年１月

２名の方が就職!!

～就職おめでとうございます！これからも応援します!!～
スギスマイル 株式会社 様
A さんは、HW 刈谷のカウンセリング担当者からのご紹介で弊所に。
約 9 ヶ月のトレーニング後、就職されました。
就職活動で多くの企業を見学する中で、逆にどんな仕事が自分に悩まれる
こともありました。そして今回、物流センターでの 2 回の実習を経て採用に
つながりました。ご本人は「自分の力を発揮して長く働き続けていきたい」
と笑顔で意気込みを話していただけました。

株式会社 テルミック 様
B さんは、HW 刈谷のカウンセリング担当者の方からのご紹介で弊所に。約 9 ヶ月のトレーニング後、就職さ
れました。
通所を始められた当初は、対人関係で悩まれることも多くありましたが、プログラムを通じて人との関わり方
が柔軟に考えられるようになりました。就職活動では、最初の頃は経験のある職種で探されていましたが
『違う職種にもチャレンジしたい』と今まで経験のない実習にも積極的に取り組まれました。
その努力が実り、自宅からも近い、人事総務の拠点のとてもきれいなビルの清掃等の仕事での採用へとつなが
りました。

“遊ぶ時は、しっかり楽しもう！！”
～紅葉狩り行ってきました～
11 月 28 日『香嵐渓もみじまつり』へ。
この時期、休日は大勢の人で大変混み合いますが、平日なので
ゆっくりと紅葉を楽しめました。
普段のトレーニングや就活とは離れ、メリハリをつけ皆さんで遊ぶ・

楽

しむ機会も大切にしています。
今年度は下記の様なイベント内容。さてさて、来年度はどんな遊びを楽しみましょうか！？

4月

花 見

5月

カキツバタ
群落

7月

9月

BBQ

彼岸花

11 月

2月

紅葉狩り

歌とダンス
パフォーマンス
披露

（香嵐渓）

5 時間
（亀城公園）

（小堤西池）

（愛知牧場）

（ごんぎつねの里）

リレーマラソン
（安城）
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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。
◆加藤蔵次様

◆加藤大志様

◆加藤義宏様

◆田中千恵子様

◆野村裕子様

◆東

◆疋田佳子様

◆水野智貴様

◆横谷浩之様

◆玉寄 涼様

佳佑様

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

◆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

◆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

◆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

◆廣岡雅敏様

◆水野真一様

祐介様

愛様

満様

ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。
◆川原朗治様

◆ビーウイズ様

◆服部智子様

◆神谷隆也様

◆安田

◆望月光三様

敏様

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。
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