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＜当たり前の生活の大切さ＞ 

 

新型コロナウイルスが、こんなにも人の命と自由を奪ってゆくとは誰も思わなかったのではない

でしょうか、見えない敵に誰もが困惑し、戸惑い、恐怖を感じ、自分以外の人に警戒をしつつ生活

する日々がつづいています。社会活動は止まり、行き場のないストレスが渦を巻いています。しか

しその一方、皮肉にもこの事で「普通の生活」がいかに大切で、掛け替えのない物かを気づくこと

が出来ました。 

「おかし工房パンドラ」も大きな打撃を受けています。企業・学校・地域が行っているイベントが

全て中止になり、バザーでのお菓子の販売もなくなりました。今年は夏のお祭りもなく、秋からの

イベントもほとんどが中止になるのでわと思います。6 月に多く行われる学校バザーは中止、企業

様の株主総会も今までのような形式から変わると予想しています。すでに毎年ご注文頂いていた企

業様から株主様用の手土産のキャンセルが入っています。 デザート販売をさせて頂いているトヨ

タグループ企業様では、テレワークが進み出社しないで仕事をする方が増えています。その結果食

堂を利用する方が減り、昼食時のデザート販売は 30％～40％の売り上げ減になっています。 

就労移行の「S&J パンドラ」では、4 月からの新入生を迎え訓練生は 20 人を超える毎日になり、

大変喜ばしいのですが、その一方で人が多くなる事で、今まで以上に気を配らなくてはならなくな

りました。3 密を避けるため 2 部制の授業を行い、検温、マスクの着用、手洗い、消毒、換気を徹

底して行っています。訓練生のほとんどが公共交通機関を利用して通って来る為、コロナウイルス

に感染するリスクが高く、職員は訓練生一人一人に手洗い消毒を確認、授業後の器具消毒など今ま

でにない仕事が増え、大きな負担になっています。5 月 18 日からは、希望者及び環境が整ってい

る方には zoom を利用したウエーブ授業を開始しています。この授業を開始するにあたり新規のパ

ソコンや授業に必要なソフトなどが必要となり、予算にはない経費がかかりました。コロナウイル

ス対策の助成金もありますが、コロナウイルス対策として新規に導入する機材などへの助成金は、

今すぐにパソコンなどの準備を進めていかなくてはいけないのに、申請書を作成しその書類が受理

されて初めて機器の購入が認められるという今までの制度の流れのままなので、緊急性が全くあり

ません。その為、助成金を待っていたのでは間に合わない為、自費での購入を決めざるをえません

でした。今回のコロナウイルス対策の助成金制度は全てがこのように危機感が全くなく、本当に国

民のことを思っているのかと疑問に思います。 

コロナウイルス感染リスクの為、職を失ったり、倒産に追い込まれたりとリーマンショックを上ま

わる困窮した社会情勢がいつまで続くかが心配です。 

 

愛知県は緊急事態制限が解かれましたが皆が気を緩めることによって、第 2 波のコロナウイルス

の感染につながるやもしれません。身を引き締めこの状態を暫く保たなければ、今までの様な社会

活動は出来なくなってしまうと思っても過言ではないでしょう。 

おかし工房もお菓子の注文が途絶えた今、次の手を模索中ですが、未だ良い考えが浮かびません。

希望を捨てず、そのうち何かできると信じ皆で頑張ります。 

これからも皆様にはご支援・ご協力をお願いいたします。 

 

代表理事  岡部扶美子 
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NPO が信頼性を高め、幅広い支援を継続的に獲得できる社会にする為、

信頼性を形に表した組織評価としてグッドガバナンス認証があります。 

これは、組織自身ではなく外部機関が第三者として、審査し認証するもの

です。組織との利害関係がない、公平、公正な判断が出来る第三者機関の

認証を受けることにより、支援者・協力者に対し、また NPO自身にとって

も信頼性の向上が期待できます。ISOやプライバシーマークなどもそれに

あたります。パンドラの会は、認定 NPO法人の認証も受けています。加え

て、グッドガバナンス認証のベーシック評価ですべての評価基準（23基準）全てを満たしました。

グッドガバナンス認証では、まだ最初の段階をクリアしただけですが、「自立」

と「自律」の力が備わっているＮＰＯであることを示すために、最終段階の 

グッドガバナンス認証の獲得を目指します。 

 

 

 

「令和２年度認定NPO法人パンドラの会 入所

式」を４月１日(水)に行いました 

（出席者 職員 10名利用者 30名 計 40名）    

今までとは違った趣で、3密を避け、手洗い、

消毒、換気など、新型コロナ対策をしたうえで

短時間で切り上げましたが、新人紹介など今年

度の始まりを皆で共有できて良かったです。 

今年は亀城公園のお花見＆ボーリング大会

は中止しましたが、上々さんの美味しいお弁当        

は自宅で頂く事になりました。 

 

 

 

令和 2年度社会福祉振興助成事業（WAM助成） 

通常助成事業「障がい者福祉と企業との協働及び

連携事業」として 1月末に応募、4月 1日に採択

決定されました。この事業はパンドラの会の基本

である「福祉と企業の連携」の支援と代表理事 

岡部扶美子の 20年における経営のノウハウを 

他の福祉団体に移行し、支援団体の「売り上げ 

アップ」を支援します。 

西尾市の社会福祉法人くるみ会様と豊明市の NPO法人むぎの花様がこの事業にご協力いただく

ことになりました。しかし事業開始を始めた矢先、愛知県に「新型コロナウイルス緊急事態宣言」

が発令され、思うように訪問も出来ずに zoom会議を入れながらの事業開始となりました。 

今後 6か月間、計画的に事業を行い成果を上げたいと代表は意気込んでいます。 

非営利組織のグッドガバナンス認証 

令和 2年度 パンドラの会入所式開催 

令和 2 年度 WAM 通常助成事業採択！ 
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 毎年、楽しみにしている「福祉・ふれあいフェスティバル inシャインズ」が新型コロナウィル

ス感染予防の為中止となりました。このイベントのために頑張って練習していた歌とダンスをせめ

て見てもらおうとお披露目会を法人内で行いました。シャインズの舞台をイメージし、力いっぱい

披露、身内観客から盛大な拍手をいただくことができ

ました。 

でもやっぱり、 

「福祉・ふれあいフェスティバル inシャインズ」の

あの舞台で皆様の拍手をいただきかったです！ 

来年はきっと皆さまにお会いできると思っています。 

 

 

 

 

刈谷市役所様が 4月 27日付で「マスクバンク」を創設され、 

寄付で集まったマスクを福祉施設から優先的に頂きました。 

6月 4日には株式会社豊田自動織機様より大量のマスクの寄付

を頂きました。まだまだ不足しているマスクの寄付にとても助かります。 

利用者の皆様・職員に配布し、これからもコロナウイルスに感染しないようにこの緊急事態を乗り

越えたいと思っています。皆様のお心に感謝いたします！！有難うございます。 

 

 

イオンモール株式会社様、レシートのご協力を頂きました皆様有難うございました。 

今年は、イオンモール東浦様、イオンタウン刈谷様より寄付を頂きました。寄付のイオンプリペ

イドカードで消耗費などを購入させて頂き、とても助かりました。 

毎月 11日にザ・ビッグエキストラ刈谷店様、イオン東浦様で買い物をされた際には、 

パンドラの会へのレシートの投函をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

毎月 3回～4回程度、土曜日に開催されている余暇支援活動です。 

利用者のみなさまは、パンドラの会利用者の方だけではなく、平日は一般就労されている方や他の

施設を利用されている方、学生さんなどさまざまな方に利用していただいています。 

 みなさんと昼食を作り、映画鑑賞、ウォーキング、ダンス、遠足などの企画をしています。 

日々のストレス解消、毎回笑顔や笑い声が耐えない場になっています。 

★興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

幸せの黄色いレシートキャンペーン有難うございました。 

 地域生活支援 S＆J パンドラ日中一時支援事業 

問い合わせ先→0566-91-5416 

歌・ダンスのお披露目会の開催 

＜６月予定＞ 6月 6日(土) 料理＆ウォーキング  6月 20日(土) 料理＆おやつ作り 

6月 13日(土) 収穫祭 じゃがいも掘りツアー6月 27日(土) 料理＆ゲーム 

 

   

株式会社豊田自動織機様・刈谷市役所様より 

マスクのプレゼントがありましたました。 



2020 年 6 月 5 日発行 増刊通巻 85 号 

4 

 

２つのセクションの活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの自粛規制の影響で大幅に売り上げが下がる中、 

株式会社豊田自動織機様が近郊の福祉団体の状況や、学校に行けなく

なってしまった子どもたちの心を癒そうと、児童クラブの子どもたちにお菓子の配布を行う計画を

されました。そして 6000 個のお菓子の注文を 7 つの福祉団体に注文をいただきました。おかし工

房は其の内の 3300 個を 3 回に分け、㈱豊田自動織機社会貢献グループ様にお届けいたしました。

又、刈谷市役所様からは、刈谷市役所福祉総務課様が取りまとめ、庁内の職員さんが定期的に市内

3か所の施設のお菓子を買っていただけることになりました。 皆様の心温まる行いで、スタッフ 

一同、仕事の出来る喜びを感じると共に優しい皆様へ心より感謝いたします。 

 

 

 

かりや愛知中央青生活協同組合「ハローフレンズ」様 株式会社アドヴィックス刈谷工場売店様 

なかよし広場様 置かせていただきありがとうございます。      

  

 

 

お菓子の美味しさにも定評を頂いている中、「ラッピングが素敵ね」 

というお声も頂き、皆様に喜ばれる商品をお届けできたことに 

スタッフ一同嬉しく思います。 

沢山のご注文ありがとうございました。 

バレンタイン ￥245.000  /  ホワイトデー ￥159.000 

 

 

 

2月 1日より、新たに高見知穂さんが販売支援職員としておかし工房の 

メンバーに加わりました。笑顔の接客で障がいのあるスタッフを支援しながら 

一生懸命頑張って頂いています。顧客獲得に期待しています！ 

高見さんから『パンドラの皆さんと一緒においしいお菓子をお届けいたします。 

よろしくお願いします。』 

 

 

（株）アドヴィックス様（株）美炎様 東海労働金庫様 （株）デンソー高棚様（株）デンソー様 

学校法人さくら学園様（株）豊田自動織機様 刈谷市役所様（株）ジェイテクト様   

株式会社豊田自動織機様・刈谷市役所様 

コロナに負けるな応援に感謝！！ 

大口のご注文ありがとうございました。<順不同> 

NEW! スタッフ紹介！   

バレンタイン・ホワイトデー 売り上げ報告！ 

新店舗に「おかし工房パンドラ」のおかし達が並びました！ 

おかし工房パンドラ 
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～就職おめでとうございます！これからも私たちは応援します!!～ 

株式会社シンアイ技研 様  

●会社概要：自動車関連・各種産業機械等の設計専門会社。  

●従事業務：設計業務。 

A さんは、ハローワーク様のご紹介で弊所に。約１年のトレーニング後、就職

されました。こちらの会社は、弊所 OB も半年前から設計業務の仕事でお世話に

なっています。 A さんは気さくで優しい性格。人への面倒見も良く周りから慕

われる存在。就活では、短時間から無理なく始められ、ゆくゆくは正社員で働け

る会社を探されていました。学生時代は理系の勉強に没頭。しかし同じ理系でも

機械設計は全くの未経験なので少し迷われましたが、「ゼロからチャレンジしてい

きたい！」との気持ちで研修から採用へつながりました。 

これからも持ち前の真面目さ勉強熱心さを活かし、プロの設計者になられること心から願っています。 

株式会社 ASAP 様 

●会社概要：新車・中古車販売ネクステージ子会社。  ●従事業務：洗車、清掃等業務。 

車の外装コーティングや内装クリーニング等、商品車の美化事業。 

Bさんは、専門学校を経て弊所に。約 2年間のトレーニング後、就職されました。 

弊所に通い始めたころは、会話のやり取りが苦手で、会話を膨らませることが苦手でしたが、さまざまなプログ

ラムやスタッフとのやり取りを通じ自分の思いを相手に伝えられるようになり就職活動を開始しました。 

いくつかの企業での見学や実習を行いました。そんな折、弊所 OB が働いている ASAP 様より「昨年紹介頂

いた〇〇さんはとてもまじめで一生懸命。いい人がいたら是非紹介してほしい」とのお話が。まじめで努力家の

Aさんをご推薦しました。実習にて Aさんの頑張りが評価され、今回の採用につながりました。 

テレワーク（在宅プログラム）に取組んでいます！ 

コロナ禍に対し、三密を避け感染予防をはかりながら「学びは止めず、働

くよろこびを実現します」を合言葉に、緊急事態宣言の中、WEB会議ツー

ルZoomを活用した在宅トレーニングに取組みました。「在宅だから出来 

ない」ではなく「在宅だからできること」に注目しました。初めて体験 

する方がほとんどでしたが、事前の研修も含め、楽しく取り組んで頂いて

います。６月以降は、WEBを通じて学習できる新たなプログラムも加え、 

お一人お一人の希望に寄り添える支援を行ってまいります。 

 
4月 1日から S＆Jパンドラの正規職員（就労支援員）としてスタッフメン

バーに加わりました。武知佳子さんです。 

地元大手企業に21年間のキャリアを持ちながら、 精神保健福祉士の資格を

取得、S&Jパンドラに来て頂けました。今後のご活躍に期待しています。 

S＆Jパンドラ 
2020 年２月～５月 ２名の方が就職しました!! 

 

新人職員紹介！ 
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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。 

◆岡本 純様   ◆小田修司様   ◆嶋津孝久様  ◆都築俊彦様  ◆岸本直子様 

◆作田一博様   ◆有富静枝様   ◆井上裕太様  ◆小島夏海様  ◆酒井優多様 

◆田中幸男様   ◆湯浅翔太様   ◆越野達磨様  ◆松下恭規様  ◆加藤大志様 

 

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  ◆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   ◆兼堀真夜様   ◆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  ◆丹羽 満様   ◆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 

◆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 

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  ◆堀尾光男様   ◆横山弘美様   ◆野畑千榮様 

◆株式会社デンソー マッチングギフト様        ◆榊原茂樹様 

◆オールアイシンチャリティー様  

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。 

 

 

 

 

 


