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＜パンドラの会代表理事を交代するにあたり＞ 
 

パンドラの会を設立し代表を任され 20 年、いや正確には 25 年が経過しました。そんなに経った

のかと自分でも驚くばかりです。7 月 24 日で 70 歳を迎え古希という域に達しました。 

古希とは中国の詩人、杜甫の詩の一節「酒債は尋常行く処に有り 人生七十古来稀なり」

に由来。古希は長寿とされ、喜ばしいこととされています。私も元気でまだ働けていることに感

謝し、これからも健康に留意し周りの人に迷惑をかけず、元気で楽しく生きて行きたいと思ってい

ます。 

古希という節目に今まで任されていた代表理事の座を 8 月 22 日のパンドラの会定時総会をもっ

て降りる事を決意しました。降りるといっても全くパンドラの会と無縁になる事ではなく、バック

ヤードでパンドラの会を支えて行くつもりです。 

次期代表は現在 S&J パンドラの所長を務める坂口伊久磨氏に決定いたしました。この 5 年間と

もに仕事をしながら、この方ならこれからものパンドラの会を安心して任せることが出来ると確信、

理事会でも全員一致で承認されました。安心して代表を次世代に繋げることのできる NPO 法人は

そんなに多くない中、大変有難いことです。パンドラの会には多くの課題が残されていますが、 

今後は課題を解決しながら坂口氏の手法でパンドラの会を盤石なものにして頂きたいと思ってい

ます。これまでのパンドラの会は、誰も手が付けられずにいた障害福祉と企業との協働事業を地元

刈谷市で行ってきました。このことは福祉業界に一石を投じたのではないかと思っています。それ

に伴い数々の実績も残すことができたことに誇りも感じています。失敗もありましたが、失敗に負

けず、諦めずここまでこれたのは、支えてくれた障害のある方も含めたパンドラスタッフと家族、

応援して下さる皆様方のおかげと感謝しています。 

福祉業界は企業の参入が少なかったのですが、老人福祉法が出来、その後障害者総合支援法のも

と障害福祉サービス事業が展開され、敬遠されがちだった福祉業界にもやり方次第で利益が得られ

ると、民間事業者が多く参入してきました。障害福祉サービス事業の A 型では障がい者を今までに

はない好条件で募集し、多くの障がい者を集め、利益中心主義の経営があちこちで見受けられるよ

うになりました。余りにもひどい事態に国が法の規制を強くした結果、経営が悪化し突然の閉鎖が

相次ぎました。その後、全国でいくつかの福祉施設が法の裁きを受ける結果にもなりました。犠牲

になったのは今までそこで働いていた障がいのある人達です。 

福祉はまず「誰のために何をすべきか」を追求すべきであると思います。理念だけの追求では経

営が出来ません。パンドラの会は今後も理念と利潤を保ちながら障がい者のためにできうる限り、

最善を尽くし世のため人のために歩み続けて行く所存です。 

これからもパンドラの会のご支援ご協力のほど宜しくお願いします。 

 

尚、私は今回の文章をもちまして終わらせていただきます。長い間つたない文章を読んでいただ

きましたこと感謝いたします。ありがとうございました。 

今後は次期代表坂口伊久磨氏が引き継ぎいたします。 

代表理事  岡部扶美子 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AF%BF
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下記の日程において、令和 2 年度定時総会を開催させていただきます。 

今期の総会は新型コロナウイルス対策を行いながらの開催になる為、いろいろと難しい面もあり 

ますが、法令に準じ行わなければなりません。お手数ですが欠席の運営委員の皆様は委任状の提出

を宜しくお願い致します。 

記 

開催日時 令和 2年 8 月 22 日（土） 10:00～12:00 

 場所 S＆J パンドラ （刈谷市一ツ木町 1 丁目 13 番地） 

（尚駐車場は JA あいち中央のかりがね支店をご利用ください。） 

 

 

 

 

WAM助成事業は代表理事が、こ

の 20 年培ってきた企業との協

働や、おかし工房の販売のノウハ

ウを他の福祉施設に移転する事

業です。新型コロナウイルス問題

がなければ、セミナーを開催し、

もっと積極的に活動を進めるは

ずでしたが、緊急事態制限が出さ

れ、4月・5月のセミナー開催を

諦め、あらかじめ予定していた西

尾市の社会福祉法人くるみ会様

と豊明市のNPO法人むぎの花様の2か所のみを支援団体としま

した。2 か所ともそれぞれに特徴があり、その特徴を活かしながら問題を解決し、今よりも良い

状態にし、結果を 12 月までにまとめなければなりません。各施設の問題を見抜き、解決する方

法考えるのは大変ですが、とても楽しくやらせていただいています。 

以前 2012 ソーシャルビジネスノウハウ移転事業を行った時も移転先からとても喜ばれたのを

思い出し、今回も受けて良かったと思っていただけるような結果を出したいと思っています。 

 

 

 

6月初旬、まだマスクが手に入りにくい時点で、株式会社豊田自動織機様、刈谷市福祉総務課様

よりたくさんのマスクの寄付をいただきました。頂いたマスクは、利用者の方に配らせて頂いたり、

職員や利用者さんが日々使わせていただいています。刈谷市様から頂いたマスクは市民の方々の寄

付であるとお聞きしています。市民の皆様有難うございます。 

感染拡大が続いていますがこれからも感染予防を徹底し、不要・不急な外出は控えます。 

 認定 NPO法人パンドラの会  

令和 2年度 定時総会の開催のお知らせ 

マスクの寄付有り難うございました！ 

WAM助成事業の進展状況 
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今年は、認定NPO法人パンドラの会が発足してから 

20年を迎え、代表理事の交代という大きな節目でもあり 

ます。 

20年という歴史を振り返ると共に、皆さまへの感謝を 

込め、コロナウイルスの終息を願いつつ下記の日程で 

「パンドラの会 20周年記念式」典を開催する予定です。。 

 

2020年 12月 19日(土) 11：00～ 

会場  刈谷市総合文化センター アイリス 小ホール 

式典に向けて 6月下旬、20周年記念事業実行委員会を 

発足しました。 

実行委員はパンドラの職員と㈱デンソープロボノ内藤様が加わって頂き、記念式典の取りまとめ等を 

行っていただいています。プロボノとしての実績も豊富で当法人としてはとても心強い存在です。 

式典当日は、20周年の感謝やパンドラの会のあゆみ、そして今後について今までお世話になった皆様に

お伝えできるようスタッフ一同準備を重ねていきます。 

式典当日のボランティアも募集しています。パンドラの会にボランティアとしてご協力していただける方は 

0566-25-3012（パンドラの会事務局）までお問い合わせください。 

 

 

 

KATCH TIME30 特集 「地域の今」 

のコーナーにて コロナ禍をこの地域で生きる の番組で 

「逆境を乗り越えるための居場所作り」としてパンドラ 

の会を取り上げて頂きました。 

コロナ禍の中、3 密を避け、検温・手洗い・消毒を徹底し、

理念に基づいたサービスを日々提供している様子を 

「おかし工房パンドラ」・「S&J パンドラ」2 か所の事業所

の特徴を確りと取材し、素晴らしい放送をして頂きました 

このことがあってから、安城特別支援学校の高等部生徒

さんの親御さんからの問い合わせが多くなり、夏休み中、

多くの見学者が当法人にお見えになります。 

改めてパンドラの会の活動を地域の皆様に知って頂ける

良い機会となりました。イバントの中止や、実習受け入れ

先の減少等の課題がありますが、今まで以上に利用者の皆

様へ、よりよい支援ができるようにスタッフ一同力を合わ

せて乗り越えていきます。 

 

パンドラの会 20周年事業実行委員会発足 

KATCH TIME30特集「地域の今」で放映される 
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２つのセクションの活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

コロナウイルスの蔓延の為、おかし工房の売り上げが 

落ち込んでいる為、コロナに負けるな第 1 弾！ 

として[pandora 極上プリン]の開発を始めました。 

ひかりのさとファームさんの名古屋コーチン平飼い卵 

と沖縄産キビ砂糖を使って、今までにない極上のプリン 

を開発しました。キビ砂糖はミネラルがたっぷりで 

平飼い卵は元気に地面を走り回っているニワトリさん 

の卵です。初回発売日は、㈱デンソー本社様 生協売店前にて販売したところまずまずの売れ行き

でした。ご協力いただきました皆様ありがとうございました。 

 

 

 

7月 6日～10日までの 5日間「おかし工房パンドラ」 

の実習を無事終えました。 

宮田君は、ゆっくりですが職員の指示に従い与えられた仕

事を黙々とこなすことが出来ました。久しぶりの来年入所

を希望の学生を受け入れましたが、とても新鮮で先輩たち

にも良い刺激となりました。 

来年の春、お待ちしています。 

 

 

 

コロナウイルス渦の中、お菓子の売り上げが下がり困っていま

したが、8月 6日納品で 216個のお菓子詰合わせのご注文を頂

きました。利用者の皆さんも遅くまで頑張ってお菓子を作りまし

た。お仕事が出来る喜びを感じました。 

代表取締役社長嶋津孝久様の社会貢献活動で社員様へ 

「お菓子を食べて元気を出しましょう」との企画だそうです 

本当に助かりました。有難うございます。 

 

安城特別支援学校の宮田昂斗君実習無事終了   

Pandora 

極上プリン新発売! 

シマツ株式会社様有難うございました。 

おかし工房パンドラ 
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           １、協力企業さま・OBの皆さまのおかげで企業実習も可能に 

 “求人が無い！！” 

ハローワークへの毎週定期の就活訪問。しかし障がい者求人は前年同期と比べ本当に少なっています。 そん

な中、コロナ禍が一旦少し落ちついた７月に「スギスマイル株式会社さま」、「井上技研 株式会社さま」で２

件の実習を受入れて頂けました。感染予防等々で大変な中、受入れて頂いた企業様には心から感謝しております。 

“○○さんのような良い人がいたら、いつでも声をかけて！！” 

実は上記２社様ではそれぞれ OB の方が働いています。今回のように皆さんの日頃の仕事ぶりが評価され、企

業様からお声をかけて頂く機会も少なくありません。OB の皆さまにも本当に感謝しております。 

８月に入り、再びコロナ禍の影響が出始めて先行き不安な状況ですが、「株式会社 ASAP さま」、「トヨタループス

さま」でも現在９月以降で実習実施のご相談をさせて頂いています。こちらでも数名の OB の方々が活躍中です。 

今後も感染予防に十分気をつけながら、利用者の皆様の実習の機会の確保に努めてまいります。 

２、三密回避の工夫しつつ、プログラムの充実に取組んでいます！ 

● 三密回避  例） 時差によるプログラム参加 

約 20名の利用者の方々を、職歴などの経験別・学習の習熟

度別などで3つのグループに分け、時間差で参加して頂き、

人の分散を図っています。一方、午後のグループの方から「昼

からの参加で生活リズムが壊れるのが心配…」との声も。 

それには「Zoom朝礼」を朝 9：30～10：30に開催。定時に

起きて身だしなみを整えた上で朝礼に参加、午後から元気

に来ていただけるような対応を図っています。 

● プログラムの充実 例⓵） 少人数による学習 

上記のように 3 グループに分け、「社会人講座」、「コミュ

ニケーション講座」をそれぞれ毎週実施しています。少人数

で行うことで、よりニーズに対応できるきめの細かい支援が

可能です。グループワークで使用するテキストもグループ毎

に分かりやすさ・効果の大きさ等をスタッフで考えセレクト

しています。 

● プログラムの充実 例⓶） 「プラス講座」 

それぞれのグループの通常のプログラム終了後の約 1時間、

希望の方向けに、選べる「プラス講座」も始めました。「時計

の読み方」や「パソコンでの事務体験作業」等々。 

7 月から、東京で発達障害を持つ人の支援に特化している(株)KAIEN さまとパートナーシップ契約を結び、

KAIENの WEB上で利用できる一部のプログラムの活用もスタート。本講座メニューも増やしていく予定です。 

 

S＆Jパンドラ 
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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。 

◆久保田好明様   ◆白子澄子様    

 

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 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。 

◆加藤義宏様   ◆堀尾光男様 

8 月 22日をもって代表理事 岡部扶美子が退任致しますので、9月 1日より口座名が 

特定非営利活動法人パンドラの会 理事 坂口伊久磨となります。 

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。 

 

 

 

 

 

 


