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みんなちがってみんないい、みんなちがってたいへんだ！！

～コミュニケーションの役割とは～

コロナ禍で 2017 年 1月より毎月実施してきた「コミュニケーションを楽しく試すワークショップ」が、
今年はなかなか開催できていません。
これはコミュニケーションに生きづらさを抱える方、多様な人が働きやすい職場づくりに関心のある方などを

対象に地域に開かれた場として独自事業としてスタートしました。現在まで延べ 400名ほど（うち約 6割が
発達障害等の診断あり）の参加を得ています。
そんな中、先日近隣の市で管理職候補の方を対象に「個性的な特性や多様性に対応するため」と題した

コミュニケーション研修（第 1回目）を行ないました。ソーシャルディスタンスの保持や換気はもちろん、
いつもの身体を使ったワーク（ゲーム等パフォーマンス）も控えながら。
事前のアンケートで実にたくさんのコミュニケーションの困りごとが寄せられました。皆様が普段の仕事で

真剣に人と向き合われている様子がうかがい知れる内容で、当たり前ですが簡単に答えが出せないものばかり。
そこで、まずは課題の共有を行ないました。困って悩んでいるのは自分だけではない、そんな意見もあるんだ
等の気づきを通じ、少しでも客観的に問題をとらえ、次に進んでもらうために。
それに加え、私は知ってもらいたい一番のこと、それは「そもそもコミュニケーションって何？」ということ

でした。
語源はラテン語の「コミュナス」と言われ、これには「分かち合う・共有する」の意味があります。
コミュニケーションとは“おたがいの違いを分かち合う”ためのツール

人はだれでも一人ひとり認知（周りの世界の捉え方・感じ方）が違います。それは人それぞれ特性や経験、
価値観等が違うからです。心理学では「仮想論」と呼ばれ、一般的には「その人らしさ」とも表現されます。
しかし私たちはそれが当たり前すぎて普段は気づきませんし意識もしません。むしろ他人も自分と同じように

感じたり考えるといった間違った前提（思い込み、決めつけ）によって、人間関係で様々なズレや誤解から
衝突などのトラブルが起こってしまいます。一方で人は他人と協力することでのみ生きていける社会的な
動物です。だから多くの人がコミュニケーションで困ったり悩んでしまうのです。
実はコミュニケーションとは、うまく話せることや空気を読める等ではなく、人が生きていくうえで

「互いの違いを理解し」「分かち合い共有する」手段・役割なのです。
例えば発達障害のある人には、先述した「認知」の機能（理解し行動するプロセス）等に偏りや凸凹があると

言われています。それを「劣ったもの（優劣）」「特別な人」でなく、多様性の枠の中での「ひとつの違い」
として理解することが支援において最重要な視点であると考えます。
多くの人がそれを理解し、たがいの多様性（違い）を尊重しあう職場や地域が増えていくことで、楽しい
コミュニケーションも生まれていきます。
さあ、来週の第 2回目の研修の準備をはじめましょうか。

パンドラの会 理事長 坂口伊久磨
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2020 年 12 月 19 日（土）、認定特定非営利活動

法人パンドラの会「設立 20周年記念式典」を刈谷市

総合文化センター 小ホールにて開催いたしました。

「設立 20 周年式典」では、任意団体「パンドラの

会」発足から今日まで、代表理事を務めてまいりま

した岡部扶美子が代表理事を辞任、理事長に坂口伊

久磨が就任しましたことを皆様にお伝えするととも

に、設立 20 年という節目においてこれまでパンドラ

の会を支えてくださった多くの皆様へのお礼と、これからも変わらずご支援がいただけるよう、障がいのある

方々の活動の様子などを映像と共に、ご紹介させていただきました。

その他には、前代表理事岡部扶美子が「全力で走り切った 20 年」という表題で講演し、今までお世話に

なった方々への感謝の意を表しました

設立 20 年という節目の式典が無事行えたことに心より感謝いたします。

最後にこれからも認定特定非営利活動法人パンドラの会へのご支援・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

令和 2 年 4 月より 11 月まで「令和２年度独立

行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業」

（ＷＡＭ助成事業）を受け、パンドラの会が

「障がい者福祉と企業との協働及び連携事業」の

ノウハウを他の福祉団体に移行する事業を

行ってきました。

その締めくくりとして、12 月 19 日に事業報告会

を開催し、この事業を受けたことでの感想を

各福祉団体から発表していただきました。

2団体とも団体が変わるきっかけになったことや、

当たり前と思って行ってきたことへの見直しが

できてよかったとの報告がありました。

                      なお、この報告書は記念誌の最終ページに掲載しております。

認定特定非営利活動法人パンドラの会

｛設立 20 周年式典及びWAM助成金事業報告会｝

WAM助成事業の報告会
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1 月 12 日に株式会社ビレッジ開発様に推薦していただき

「S&J パンドラ」に一般社団法人「あゆみの箱」様より

ノート型パソコンをいただきました。新しい職員も

増える中、パソコンが不足し困っておりましたので

大変助かります。

大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

2020 年度１期 「デンソーグループハートフル基金」の助成金

をいただき、パソコンの購入費の一部に充てさせていただき

ました。 パンドラ本部事務局で 10年使用していたデスク

トップ型パソコンが、急に動かなくなるなど不安定な状態が続い

ていましたので、同時に 2台を入れ替えさせていただきました。

デンソーグループハートフルの皆様ありがとうございました。

設立 20 周年式典の映像ボランティアをお願いしました丸山裕一様

が、自身の有休休暇や就業後に、パソコン選びから、設置・接続を行

い、壊れたノートパソコンの修理まで行ってくださいました。業者に

見積もりお願いしたらとんでもない金額で困っていたところ、

「やってあげるよ」と引き受けてくださり、長時間にわたりパンドラ

本部にある全てのパソコンが快適に使えるようにしていただきました。

ありがとうございました。本当に助かりました。

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

刈谷市築地町の「祖父江歯科医院」祖父江先生が作業員の皆さんの歯を隅々まで検診してくださいました。

皆さん真剣な面持ちで検診を受け、歯はとても大切であること、ゆきとどいた手入れが必要であり、

社会人としてのマナーであることも自覚していただきました。

一般社団法人「あゆみの箱」様

ノートパソコン寄贈ありがとうございました。

延び延びになっていた歯科検診終了

2020 年度 1期「デンソーグループハートフル基金」

助成金ありがとうございました。

トヨタ車体株式会社ボランティア 丸山裕一様

パソコン接続・設置ありがとうございました。

ノートパソコン修理中！！
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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予防により、関係企業社員様がリモートワークが多くなり、ケーキのご予約がかなり

落ち込むのでわ？と心配していましたが、皆様の温かい心遣いで、例年を上回るご予約を頂きました。誠に

有難うございます。

皆様のお気持ちを有難く受け止め、おかし工房スッタフも力いっぱい頑張って、クリスマスケーキを作り

ました。これからも、皆様に喜んでいただけるケーキをお届け出来るよう心を込めて作ってまいります。

今後ともよろしくお願い致します。

パンドラのバレンタインチョコレートは、最高級のベルギー産「カレボー社」チョコレート

を使用、本来のチョコレートの美味しさをそのまま生かせるように、その他の物をあまり入れずに、

一つ一つ愛情を込め丁寧に作りました。

ホワイトデー商品で、おなじみのマカロンがバレンタインにリニューアル！！

中のクリームがよりクリーミーな仕上がりでひと味違います。

見た目も可愛く！！女性に喜ばれる事間違いなし！！ （詳しくはチラシをご覧ください）

  コロナウイルス感染拡大で緊急事態宣言が発令される中、免疫強化を図る

ためにウォーキングをはじめました。おかし工房周辺を 30 分以上ウォーキング

しています。お見かけになった際は声をかけてください。

緊急事態宣言おける おかし工房の現状

バレンタインデーご予約開始♡ホワイトデーのご案内

おかし工房パンドラ

クリスマスケーキ昨年より売上アップ 1,289,150 円

＊一年間頑張ったご褒美に、毎年恒例の自作ケーキを作りで「クリスマス」を締めくくりました。

＊
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                      2020 年 11 月～1 月 1 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!!～

山崎製パン株式会社 安城冷生地事業所 様

◆会社概要：パン・菓子製造業

◆従事作業：冷凍パンの製造作業

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、自分の思いを相手に上手く伝えることが

出来ず、自分の思いと違う表現をして相手に誤解を与えることも

ありました。

様々なプログラムを通してｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの取り方を学び、

人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに対しての苦手意識は少なくなってきまし

た。

その中で、山崎製パン株式会社 安城冷生地事業所様と

出会い、実習においてまじめさと素直さが評価され採用へと

つながりました。

★NEW! スタッフ紹介★

1 月 1１日より、野々山愛実さんが支援員として『S＆Jパンドラ』の職員に

加わりました。福祉事業所での経験をお持ちの方です。現在は、前職の経験を

活かしプログラムを通じて利用者様と接していただいています。

今後は、支援員として企業訪問等も担当していただくこととなります。

今後の活躍に期待しています!!

就労定着支援事業

就労定着支援事業では、月に 1回以上の企業さまへの定期訪問や個別面談を

行っています。コロナ禍で企業訪問の制限や卒業生の交流の場である月に 1度の

OB 会も実施できない状況が続いていますが、卒業後も安心して働き続けられる

ように、引き続き支援を行っていきます。

                     

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。

◆伊藤達也様 ◆岩田静司様 ◆加藤蔵次様  ◆加藤敏夫様  ◆加藤義宏様

◆川崎雄大様  ◆小村昭広様  ◆中島義則様   ◆野々山安之様

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   ◆金原実希様

◆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。

◆神谷隆也様   ◆河原朗治様   ◆ビーウイズ様  ◆小村 誠様   ◆中島義則様

◆安田 敏様   ◆デンソーグループはあとふる基金様

２０周年記念式典 お祝い金ありがとうございます。

◆キムラユニティー株式会社様   ◆中島由恵様   ◆舘林仁美様  ◆作田小夜子様

◆谷口奈保子様  ◆株式会社愛起様 ◆社会福祉法人くるみ会様

◆社会福祉法人よつば会様   ◆東海労働金庫 刈谷支店様  ◆株式会社ビレッジ開発様

◆小池 宏様   ◆川崎泰子様    ◆白子澄子様    ◆藤井清司様  ◆渡邉 治様

◆岸田眞代様
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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 3 年 1 月末に送付させていただきます。

寄附金受領証明書（領収書）を同封させていただきました。

その他の方々は、確認後、発行させていただきます。

再発行は致しかねますので、大切に保管して下さい。

＜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 坂口伊久磨」

【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 坂口伊久磨」

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。


