
2020 年 11 月 2 日発行 増刊通巻 87 号 

0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 87 号内容■ 2020 年 11 月 2 日発刊 

理事長からのメッセージ     ・・・・・・・・・・・・・１ 

お知らせ             ・・・・・・・・・・・・・・2～3 

２つのセクションからの活動報告  ・・・・・・・・・4～5 

寄付及び賛助会員様報告     ・・・・・・・・・・6～7 

・ 就労継続支援 B 型 おかし工房パンドラ 

・ 就労移行支援 S&J パンドラ 

・ 就労定着支援 S&J パンドラ  

発行：認定 NPO法人パンドラの会 事務局 

就労継続支援 B型 「おかし工房パンドラ」 

〒448-0011 刈谷市築地町 1 丁目 5 番地 4 

TEL：0566-25-3012   FAX：0566-23-4373 

URL：http://npo-pandora.com 

E-Mail：info@npo-pandora.com 

就労移行支援事業所「S&Jパンドラ」、就労定着支援「S＆Jパンドラ」 

〒448-0003 刈谷市一ツ木町一丁目１番地１３ 

TEL：0566-91-5416   FAX：0566-91-5418 

E-Mail：sjpandora@nifty.com 

VOL.87    発行：2020年 11 月 2日     編集：認定 NPO法人パンドラの会 

パパパ ンンン ドドド ラララ 通通通 信信信   

第 22 回 認定特定非営利活動法人定時総会にて 

mailto:info@npo-pandora.com
mailto:sjpandora@nifty.com


2020 年 11 月 2 日発行 増刊通巻 87 号 

1 

 

＜自立とは依存先をふやすこと？＞ 

 

この度、岡部代表理事の後任として新理事長に就任いたしました。 

私はパンドラでの活動を含め、愛知の地で 33 年にわたり障害福祉の仕事に携わって参りました。この経験を 

活かし全力を挙げて職務に取組んでまいります。 

さて私事で恐縮ですが、私は福岡の大牟田という街の生まれです。弟は現在実家の近くのグループホームで 

暮らしています。知的と身体の障がい、てんかんの発作も有り、一時福祉サービスを利用していたこともありま

したが、長い間実家暮らしで母が彼の生活を支えてくれていました。それが 10 年前に母が急死、当時は母の死

を悲しむ間もなく、明日から弟の生活をどうしていくか？本当に困りました。私自身、福祉の仕事をやっていて

も、地元の情報や実情はまるで分からず…時間にも追われ焦る中、藁をもすがる思いで、ある相談支援センター

に連絡・・・電話先の女性が『大変ですね…。ばってん、どけんかなりますから！」と優しくも力強い言葉を 

かけて頂き本当に嬉しかったことを今も鮮明に覚えています。それから、B 型事業所、ヘルパー事業所、 

てんかんの専門医などにつないで頂き、なんと２週間で生活基盤の支えが出来ました。その後グループホーム 

にも入ることが出来ました。何より弟が以前より活発で元気になったのが家族の一番の喜びでした。 

この時ほど、いろいろな頼り先があることの有り難さを実感したことはありません。 

東大の小児科医師でご自身も脳性麻痺の障がいを持つ熊谷晋一朗氏は、「自立とは依存先を増やすこと」と 

主張されています。氏曰く  

『大学にすすむまで私が依存できるのは親だけでした。だから親を失えば生きていけないのではという不安が 

ありました。でも１人暮らしをしたことで、友だちや社会など依存できる先を増やしていけば自分は生きていけ

るとわかったのです。自立とは依存しなくなることと思われがちです。でもそうではありません。 

「依存先を増やしていく」ことこそが、自立なのです。これは障害の有無にかかわらず、すべての人に通じる 

普遍的なことだと思います。』 

この依存という言葉に違和感を感じる方も少なくないでしょう。言葉の意味を調べると「何かに頼り切りに 

なってしまい、それがないと成り立たない」とあります。確かに「少ない相手に、多くのことを頼る」ほど、 

頼りきりになり人間関係や自尊心も危うくなります。熊谷氏の場合、親との関係がそうだったわけです。 

依存するではなく、依存先をふやすこと。 

「多くの相手に、少しのことを頼る」。頼りきりではなく、お互いが頼り頼られる関係を築いていく。 

それには工夫や努力、コミュニケーションや時間も必要でしょう。しかしそのことが人間関係や自尊心を育て、

自立していく道筋だと私も考えます。 

障害は誰もが経験すること 

自分はだれにも頼らず自立していると思っている人でも、気づいていないだけで実は有形無形の多くの人や 

ものに支えられ生きています。それも決して盤石なものではなく、誰もが失業や病気、加齢など様々な人生の 

出来事の中で生き辛さを経験します。WHO（世界保健機構）は、2001 年に ICF（国際生活機能分類）の中で、

新たに「障害の定義」を次のように提起しました。 

心身の機能の状態や環境との相互作用の中で「障害は誰もが経験することである」と。 

いまだ障害は、特別な人のこと・優劣といった偏見や差別がありますが、全ての人が対象であり、優劣ではなく 

生き辛さの違い（個別性）であるとしたのです。 

これからもパンドラは、障害への偏見や差別をなくし、互いの違いを認めあい助けうことで、誰もが安心して 

暮らせる「ノーマライゼーション型社会」の実現へ向けて活動して参ります。引き続き皆様の応援の程 

よろしくお願いいたします。                           

 理事長 坂口伊久磨 
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下記の日程において、20周年式典及びWAM助成金事業報告会を開催させていただきます。 

新型コロナウイルス対策を充分行いながら開催いたしますのでご安心ください。 

記 

開催日時 令和 2年 12月 19日（土） 11：00～13:30 

 場所   刈谷総合文化センター1階 小ホール（刈谷市若松町 2丁目 104番地） 

 

 

 

 

8月 22日（土）認定特定非営利活動法人パンドラの会第 22回定時総会を開催致しました。 

今回の総会では理事・監事の変更、定款の変更、等があり、結成当初より 20年務めて頂いた 

理事の望月光三様が辞任され、新規に長坂富夫様が就任されました。又代表理事であった 

岡部扶美子が辞任し、理事長に坂口伊久磨が就任いたしました。パンドラの会は 20年という 

大きな節目にあり、次世代への一歩を踏み出したばかりです。今後共皆様のご支援・ご協力の 

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

4月より始まったWAM助成金事業、実習部分が無事終了いたしました。コロナウイルス感染

予防対策の為、移転先募集のセミナーが開催出来ず申請時に移転先候補として挙げていた社会 

福祉法人「くるみ」会様と NPO法人むぎの花様 2か所のみで行うことになりました。 

この事業をを行ったことにより、おかし工房パンドラが、此れまで行ってきた事業がいかに 

凄いことなのかを改めて見直すことができ、大変良かったと思っています。移転を行った 2団体

とも、支援を行っていく中で少しずつ福祉目線からの脱却になったかと思います。パンドラで 

働く障がいのある仲間の働きぶりを見て、「驚きと感動」を隠し切れなかった様子に私は今まで 

行ってきたことへの誇りを感じました。障がいがあっても「良き環境と、周りの励ましがあれば

誰でも最高の力を発揮できる事」を社会に発信でき、自分たちの団体のあり方を見直す福祉団体

が 2つ生まれました。 

移転事業についての報告は、パンドラの会設立 20年記念式典で報告させていただきます。 

 

 認定特定非営利活動法人パンドラの会 

20周年式典及び WAM助成金事業報告会を開催予定 

WAM助成事業の報告 

第 22回定時総会無事終了 

（くるみ会贈答品パンドラとコラボ） （むぎの花新商品サンドイッチランチ＆サービス小物） 
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刈谷市ボランティア活動支援センターのある方にお願いし、飛沫防止パネルを作って頂き

ました。其のお陰で、S&Jパンドラで毎日行われる利用者さんとの面談や、バザー販売で

はお客様も安心してお買い物が出来、とてもかっています。有難うございました。大切に

使わせていただきます。 

 

 

（トヨタ車体株式会社様・刈谷市社会福祉協議会様ふれ愛芋ほり体験）  （株式会社豊田自動織機社会貢献活動） 

毎年行われる各企業様・刈谷市社会福祉協議会様主催の福祉施設招待の芋ほり体験が 

今年も行われましたが、今年の芋ほりはコロナウイルス感染防止対策の為大幅に変わり 

ました。株式会社豊田自動織機様は芋ほりの実施は行わず、社員様が収穫した芋を招待 

するはずであった団体にプレゼントして下さいました。トヨタ車体株式会社様はコロナ 

対策を十分行ったうえで芋ほり体験を実施して下さいました。今まで仲間とぴったり 

くっついた状態で芋ほりを行っていましたが、今回はソーシャルディスタンスを守り、 

出来るだけ人との接触を避けての芋ほりで、事前に掘りやすいように全て葉っぱも取り 

除き、下の芋を掘るだけという短時間で行えるように配慮して頂いていました。皆様の 

温かい心遣いに感謝しています。ありがとうございました。 

 

 

 

コロナウイルス感染予防の為、延びていた福祉事業所向け歯科検診が行われました。 

今まで愛知県の事業でしたが今年は刈谷市の事業となりましたが、利用者の殆どの方が 

検診を受けられました。歯はとても大切であることを自覚して頂くと共に、社会人として

のエチケットとして定期的に歯科医に行くことを勧められました。 

特注「飛沫防止パネル」ありがとうございます。 

刈谷市福祉総務課主催の福祉歯科検診受診 

2020特別な芋ほり大会ご招待有難うございました。 
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２つのセクションの活動報告 

 

 

 

 

 

コロナウイルス感染防止対策の為、お菓子の注文やバザー販売も殆ど

なく困ったことも多いのですが、この機会に利用者スタッフに、 

仕事のスキルアップをして頂こうと、丁寧な個人指導を行い、その人に

合った技術の習得をしてもらっています。苦手な事や能力的にハイレベ

ルの事など、それぞれ次へのステップアップ目指して頑張っています。 

（計量に挑戦！） 

 

 

 

9 月 26 日（土）に刈谷市朝日小学校様で今年初

のバザーで予約して下さったお客様が多くとても助

かりました。10月 18日（日）刈谷市野田市民館で

新築初の市民祭が行われ、戸外バザーに参加させて

いただきました。今年になって 2回目のバザーで予

想以上の売れ行きに 2度もおかし工房に商品をとり

に戻ったほどで、皆さま「待ってたよ！」と声をか

けて頂き、久しぶりの販売に皆張り切っていました。 

 

 

 

 

 

第 40回愛知県労働者福祉協議会三河支部大会の記念品としてご注文を 

頂きました。刈谷市中部地区委員会様からは、老人会の手土産としてご注文

を頂きました。双方とも 100以上のご注文で大変助かりました。 

有難うございました。 

 

 

  

8 月 25 日より小村昭広様が「おかし工房パンドラ」の作業員仲間に

なりました。人柄はとても穏やで優しく、年下の仲間と共に慣れない 

お菓子作りに日々頑張って見えます。 

今後の彼の活躍を期待しています。 

 

 刈谷市立朝日小学校様・野田地区市民館様バザー参加 

愛知県労働者福祉協議会西三河支部様 

刈谷市中部地区委員会様有難うございました 

新人紹介小村昭広さん 

おかし工房パンドラ 

おかし工房作業員 キャリアアップを目指して！ 
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                      2020年 8月～10月 4名の方が就職しました!! 

～就職おめでとうございます！これからも私たちは応援していきます!!～ 

豊ハイテック株式会社 様 

◆会社概要：工作機械設計製図、ソフトウェア開発会社 

◆従事作業：社内清掃員 

A さまは、特別支援学校卒業と同時に当事業所に通所を開始されました。 

通所当初は、人前で話すことや他の利用者とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取ることが苦手でした。 

様々なプログラムを通して苦手なことにもチャレンジしていき、自信が付いてきたタイミングで就職活動を行っていきました。

その中で、豊ハイテック㈱様と出会い実習において彼女の素直さとまじめさ・明るさが評価され採用へつながりました。 

豊ハイテック株式会社 様 

◆会社概要：工作機械設計製図、ソフトウェア開発会社 

◆従事作業：社内事務員/人事業務等 

 C さまは前職を退職後、当事業所のホームページを見て興味を持ち通所を開始されました。 

 通所当初は、前職の経験から自己肯定感が低い発言が目立っていました。様々なプログラムを積極的に参加され他の 

利用者の方の意見などを聞き取り入れ、自分に自信が持てるようになっていきました。就職活動を行っている中、A さまが 

就職された企業の方から事務員を募集したいとの声が掛かりました。見学・実習を終え、みごと採用されました。 

株式会社魚国総本社 様 

◆会社概要：社員食堂,学校給食,病院食,社員寮・保養所・研修所などの食に関するサービス提供 

◆従事作業：調理補助、食器等の洗浄、調理室清掃 

 B さまは専門学校卒業後、ハローワークからの紹介で通所されました。通所当初は、体力やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ等が不安な 

部分が多くありましたが、プログラムを通じて自信をつけていき就職活動を行っていきました。レストランを中心に、見学・実習

を行いましたがコロナウィルスの影響等で採用には至りませんでした。その状況の中、当事情所の OB の方が働かれている

「㈱魚国総本社 様」にお願いし見学・実習を経て採用へつながりました。 

名興発條株式会社 様 

◆会社概要：自動車部品を主とした、線ばね、薄板ばね、精密プレス部品 及びこれらの複合品の製造 

◆従事内容：ばねの検査業務 

 D さまは、学生時代に体調を崩され自宅での療養期間を経て社会福祉協議会の方からの紹介で通所し始めました。 

通所当初は、自分の思いを他者に伝えることが苦手で発言等もあまりされませんでしたが、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座・CBT 等を

通じ自分の意見を相手に伝えられるようになり、今では積極的に発言されるようになりました。就職活動も、さまざまな企業へ

見学に行き、実習を行い今回の採用へつながりました。 

★NEW! スタッフ紹介★ 

10月 12日より、西原由佳さんが事務スタッフとして『S＆Jパンドラ』メンバーに 

加われました。事務処理を中心に利用者さまとも笑顔で接していただいています。 

これからの活躍に期待しています!! 

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。 

◆相京健吾様  ◆浅井春夫様   ◆石川謙治様   ◆伊藤洋一様   ◆五十川道博様 

◆井上貴洋様  ◆今福綾乃様   ◆岩田清司様   ◆上松佳南子様  ◆浦野浩子様 

◆岡田初音様  ◆岡部崇生様   ◆岡本 純様   ◆緒方恵理様   ◆面髙俊文様 

◆小田修司様  ◆加藤大志様   ◆蟹江由幸様   ◆神谷聡子様   ◆神谷隆也様 

◆神谷 修様  ◆神谷 浩様   ◆神谷雅宏様   ◆岸本恵治様   ◆木戸上美智子様 

◆倉田 章様  ◆甲村敬司様   ◆小島紀子様   ◆小山広志様   ◆近藤明弘様 

◆酒井皓寛様  ◆酒井宏樹様   ◆坂口伊久磨様  ◆榊原幸代様   ◆榊原麻美様 

◆杉本将也様  ◆鈴木宜代子様  ◆鈴木千歳様   ◆鈴木正孝様   ◆高谷奈緒美様 

◆竹上富彦様  ◆武市雅也様   ◆舘林仁美様   ◆田中幸男様   ◆谷口弘幸様 

◆玉寄 涼様  ◆長坂富夫様   ◆長澤享紀様   ◆中島由恵様   ◆平田佐奈恵様 

◆服部智子様  ◆藤井清司様   ◆東 義明様   ◆二見清和様   ◆二見汰良様 

◆舩橋義昭様  ◆邉原圭吾様   ◆水谷綱男様   ◆水野真一様   ◆水野智貴様 

◆松下恭規様  ◆矢田部寿子様  ◆八橋優美子様  ◆山口一行様   ◆山城次男様 

◆山田勝志様  ◆山本勝喜様   ◆山本幸江様   ◆湯浅正悟様   ◆横谷浩之様 

◆横山弘美様 

◆共同設備工業株式会社様    ◆株式会社ビレッジ開発様     ◆株式会社近藤組様 

◆カリツー株式会社様      ◆公益財団法人豊秋奨学会様    ◆シマツ株式会社様 

◆NPO法人愛知ネット様     ◆株式会社デンソープレステック様 

◆株式会社エイト様 

 

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  ◆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 

◆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   ◆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。 

◆谷口奈保子様  ◆岩崎 智様   ◆堀尾光男様   ◆ビーウイズ様  ◆川原朗治様   

◆中島義則様 

◆廣岡雅敏様   ◆望月光三様   
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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・ご寄付の皆様、ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


