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＜NPO マネージメント講座に参加＞
６月１７日・１８日行われた「NPO マネージメント講座」に
くるべ のりこ

出席しました。講演者は、ストックホルム大学の訓覇法子教
授で「日本の福祉とｽｴｰﾃﾞﾝの福祉の違い」についての講演で
した。演題にたたれるや否や、教授から、
・ 福祉とはなんですか？
・ 日本は福祉国家でしょうか？
・ 皆が幸せになることってなに？
・ 国家と社会はどう違うの？
などの質問が投げかけられました。聴講者がざわめき立ち、
指名された人は福祉現場にいる方々ばかりのはずなのに、皆
しどろもどろで答える始末です。自信を持って理路整然と答
えた人は１人もいませんでした。私も同じです。何となく解
っていると思い込んでいました。では、福祉とはなんでしょ
うか。

「福祉」という言葉を辞書で引くと「幸福」とか「生活の安定、充足」などと書かれてい
ます。しかし多くの人達は、
「保護」とか「施し」とか助けるという意味の方が当てはまると
感じていると思います。歴史上学問的には、
「福祉」という用語は「社会福祉」という制度や
サービスとして発展してきたと考えられます。
日本では社会福祉という用語が一般化したのは第二次世界大戦後の１９４６年に制定された
日本国憲法第２５条によるといわれています。そこでは、「すべての国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活場面について、社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とあります。
その後１９５０年の「社会保障制度に関する勧告」などを通じて、社会福祉の対象を経済
的困窮者や障害者、児童などの社会福祉の学問的、実践的なとらえ方が今日の一般的な考え
方の根本になっています。しかし欧米の「福祉国家」や「社会サービス」などの考え方や実
践が紹介されるにしたがって、所得、住宅、雇用保険など幅広く「社会福祉」あるいは「福
祉」の対象として理解されつつ、今日にいたっています。このように日本では、福祉につい
て制度を整え始めたのも最近で、福祉国家というにはまだまだ未熟だと思われます。
日本国家が保障する最低限度の生活とはどんな生活なのでしょうか。我々が満足できる生
活と最低限度の生活の違いはどう違うのでしょうか？障がいのある方が自立して生活してい
くには困難なことが山ほどあります。その困難さを軽減するために障がい者支援費制度が導
入されましたが、これも完全にならないうちにすこし違う方向に進みつつあるように思われ
ます。老人・障がい者・乳幼児・弱者といわれている人々が幸せであると実感でき、安心で
きる福祉国家に、日本も成長しなければならないと思います。それは、お役人だけに任せて
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おけば実現できるとは思えません。私達ひとりひとりが自分達の手でつくりあげていくこと
も、大切なことだと思います。訓覇教授の講義を聴講できたことは大変意義深、福祉について
自分自身に問いかける良い機会となりました。新人の２人も何かを感じてくれたと確信して
います。今年は、このような職員研修も積極的に行なっていこうと考えています。そして質
の高い支援者を育成していくつもりです。理論的に皆が意思統一をし、今後の方針を決めて
いかなくては、安定した良い発展は望めないように思います。NPO パンドラの会の更なる発
展を願いつつ、日々お菓子を作りながら、障がい者の社会参画を進めて行こうと思います。
代表理事

岡部扶美子

パンドラの会総会 開催

平成１７年 5 月 29 日（日）刈谷市心身障害者福祉会館「ふれあい」大会議室にて、平成１７年
度「特定非営利活動法人パンドラの会」定時総会が、開催されました。平成 16 年度事業報告及
び収支決算、知的障害者居宅介護等事業と決算期の変更について定款の変更が承認されまし
た。そして、平成 17 年度事業計画および収支予算が報告されました。
総会後には、岡部代表理事より「パンドラの会沿革について」お話がありました。これまでに
ケーブルテレビで放映された映像やビデオで撮影された映像とともに、パンドラの会設立時の思
いや活動の様子などを振り返りました。これまでにパンドラの会が歩んできた活動と理念を社員
一同で再確認したことで、より一層当法人の運営にご協力とご理解をいただけることと思います。
今後とも当法人へのご協力、ご支援、よろしくお願い致します。

＜交通安全クッキー無事納品＞
一ツ木わかば会のボランティアさんのご協力で、夏の交通案全クッキーが、
無事、指定期日納品できました。毎回のご協力有難うございました。
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『念願の企業実習実現』
企業実習は、パンドラの会が就労支援として何年か前から暖めて
きたことです。この就労支援が今年初めてある企業との協力で実現
しました。企業側からの条件の中にパンドラの会からのジョブコー
チの派遣がありました。ジョブコーチとは、障がい者がスムースに
仕事ができるように、そばで援助をする人のことです。実習生とし
て選ばれたのは、堀

匡法さんです。真面目に、こつこつと仕事を

こなす陰日なたのない性格で、パンドラでは比較的障がいの軽い方
です。６月 13 日から 24 日までの２週間良く頑張りました。今回は
残念ながら、就労までには繋がりませんでしたがとてもよい経験が
出来たと堀さんも喜んでいます。
始めてジョブコーチの派遣を行ったパンドラの会にも、企業側から高い評価を受けました。ジ
ョブコーチの制度は、国が障がい者雇用の促進に行っていることで、愛知県でも数人のジョブコ
ーチがいます。しかし、決して十分な数ではありません。知的障がい者雇用を進める上ではとて
も大切な制度だと思います。雇用する側にとっても安心して雇用できるし、働く人にとっても、
力強い存在だと思います。今後、地域に雇用の輪を広げようとしているパンドラの会にとっても、
力のあるジョブコーチを育成し、地域の中で働ける人を地域に送り出していこうと考えています。
このような機会を与えて頂くとともに協力して頂いた企業様には大変感謝しています。
有難うございました。

おかし工房の作業員岡本秋男さん宅の垣根が延びて、ご近所に大変ご迷惑を掛けていましたが、
アイシン精機㈱のボランティア[Be With] メンバー（川原朗治様・神谷雅宏様・安達明様）が休
日を返上し、岡本宅の垣根とその周辺の清掃をしてくださいました。有難うございました。
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価格改正のお知らせ
平素は、おかし工房パンドラの商品を御買上げ頂き、有難うございます。お陰様で、当法人も
無認可時代を入れると設立８年が経過いたしました。これも偏に、皆様のご支援のお陰と感謝い
たしております。
さて、昨年の消費税改革で、３０００万円以上の売上のない事業所に対して免除されていた消費税
の納税が、１０００万円と限度額の改正が行なわれました。改正時に価格改正を行なわずに何処まで
やれるか価格の据え置きを致しましたが、消費税の納入金額がかなりの金額になりました。このまま
の価格では、どうしてもやっていけません。会の設立以来８年、
（無認可団体で工房設立前）価格据え
置きのままです。消費税もイベントについてはいただいていませんし、学校バザーなどは、手数料も
５％お支払いしてきました。しかし、事業収入の殆どをイベントに頼っている当法人としましては、

消費税抜きの価格を維持していくことは不可能になりました。そこで、下記のように、価格改正
をさせていただきます。
大変勝手ではございますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

商品価格表

スフレチーズケーキ１５ｃｍ

税込価格

旧価格

￥１,１００

￥１,０５０

スフレチョコケーキ１５ｃｍ
オレンジパウンド １本
〃

カット

フルーツパウンド １本
〃
紅茶パウンド
〃

マドレーヌバニラ

〃

￥

９００

￥

８４０

￥

１１０

￥

１０５

￥１,３００

￥１,２６０

カット

￥

￥

１本

￥１,１００

￥１,０５０

カット

￥

￥

抹茶パウンド（秋冬）１本
〃

〃

カット

１６０
１３０

１５７
１２６

￥１,１００

￥１,０５０

￥

１３０

￥

１２６

￥

１１０

￥

１０５

〃 ココア

〃

〃

クッキー 各種

￥

３２０

￥

３１５

栗ケーキ(秋冬)

￥

１８０

￥

１７８
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平成 17 年度から賛助会員の皆様にメンバーズカードを発行します！
５％割引の新特典！

今年度も多くの皆様に「パンドラの会」賛助会員にご入会頂いて
います。この場をお借りして、皆様に御礼を申し上げます。

ＮＰＯ法人
パンドラの会

Member’s card

平成１７年度からは、新たな特典として、お菓子店頭価格の５％割引
を始めます。賛助会員の皆様にはメンバーズカードを発行します。「お
かし工房パンドラ」にご来店の際、メンバーズカードをご提示いただくと、
５％割引をさせていただきます。なお、バザーや他店舗ではご利用い
ただけませんので、ご了承ください。
パンドラに賛同してくださる皆様の輪が広がっていることに大変感謝
しております。今後とも当法人をよろしくお願い致します。

◆パンドラにお越しの際には、メンバーズカードをお忘れなく◆

夏の sweets 登場
ゼリー三種セット：

洋ナシのババロア

グレープフルーツゼリー

ブランマンジェ

パンドラの初の試みとして、ゼリー三種セットを
イベントで販売させていただきました。

プリン（プレーン・コーヒー）
とろけるような口あたりのプリンを 2 種類の味で。
カフェ・ド・パンドラのマフィンサンド・調理パンととも
に、企業でのランチ時に販売させていただいています。
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愛・地球博
６月２日（木） 愛知県で開催中の 2005 年日本国際博覧会へ！

㈱豊田自動織機様からご招待券を頂き、長久手会場へ出かけてきました。地下鉄藤が丘駅
からリニアモーターカーで万博会場駅へ。
当日はあいにくの雨の中でしたが、大人気の企業パビリオンや外国のパビリオン、ロボットス
テーションなどをグループに分かれて回りました。最先端テクノロジーを駆使した企業パビリオン、
外国の文化に触れることができる外国のパビリオン、最新の接客ロボットなどを見ることができ
ました。
雨の中、混雑した中を車椅子で行動することは、労力を伴うものでした。しかし、万博会場へ
のアクセス(藤が丘～万博会場)は、バリアフリーのサービスが徹底していたことが印象に残りま
した。帰りにはクタクタになりましたが、みんなで楽しめた万博でした。

お知らせ
グリーンセンター安城北部にて販売！
グリーンセンター刈谷北部に引き続き､平成 17 年７月８日にオープンしたＪＡあいち
中央「グリーンセンター安城北部」でも、パンドラの商品をお求め頂けるようになりまし
た。
皆様のお越しをお待ちしています。
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賛助会員ありがとうございました。 （敬称略・順不同）
渡邉治様 小嶋惇様 小嶋昇様 藤井清司様 川崎泰子様 加藤敏夫様 尾方孝司様 宮下裕子様
加賀谷百恵様 牧百合香様 石澤満津代様 萩原節子様 大平まつの様
鈴木理寿様
様

大平克彦様

神谷純子様

垣達雄様

久保田好明様

戸田實様

浅田一広様

杉本みゆき様

村上博文様大村秀章様

岡田幹雄様

深野アヤ美様

川内久志様
稲垣久子様

天野竹行様

中島義則様

池田章二様

大村祐司様

鈴木宜代子様

山口絵里様

藪中晶子様

宮下克也様

栗原寿美子様

江坂稔様

藪中良二様

鈴木千鶴様

安達明様

後藤千恵子様

様

吉田春代様

小山忠夫様

松岡紳一郎様

十鳥美千代様

島さとし様

小田修司様

酒井ハマエ様

澤山英子様

北川新二郎様

張韌様

大橋徳恵様

斉藤人美様
菅原とし子様

池田敏博様

岡田由美子様

大平香代様

塚本孝芳様

加藤善野様

高尾真由美様

深谷宏子様

大平加奈子様

伊藤眞由美様 池内映子様
大平良子
神本聰様稲

加藤和俊様

井上誠様

浜里哲様

池田慎吾様

内寿郎様

上野和代様

太場昭三様

藪中義春様

藪中良一様

加悦照子様

石川里美様

市野浩章様

市川裕士様

近藤博樹様

松下昌子様

作田一博様

川村治子

服部又市様

作田美津江様

刈

谷糖業株式会社様 山岸みのり様 野々山松恵様 宮下千穂様 テラモトアイコ様浦野浩子様板倉清子様

法人会員 株式会社ビレッジ開発様 株式会社愛起様
運営会員ありがとうございました。（敬称略・順不同）
福山佳敬様 福山由美子様 神谷和光様 原田誉富様 岡部崇生様 岡部扶美子様 神谷恒司様
神谷恵美様 神谷征代様 小佐々鉄男様 小佐々広美様 杉浦吉秋様 杉浦文枝様 鈴木昌子様
館林範彦様 館林仁美様 舘林美樹様 塚本誠一様 塚本園子様 深野久様 深野敏子様 堀哲夫様
堀さゆり様

牧野清光様 八橋優美子様 桜井和彦様 神谷隆也様神谷真知子様 岡本秋男様

寄付金有難うございました。
馬渕久美子様（平成１７年５月１0 日愛知県立安城養護学校教諭の馬渕則行先生がお亡くなりになり、
生前の先生のご意志で奥様の久美子様より、寄付金を頂きました。）・堀 哲夫様

賛助会員を募集しています。
１． 会員の方には、割引特典付きの賛助会員証と活動状況等を載せた年間４回発行の会報をお送りいた
します。
２．年会費のご案内
一般会員
1口
2,000 円
法人・企業会員
1口
10,000 円
３．郵便局振込先：郵便局 ００８１０－７－１２０１２０
「NPO 法人パンドラの会 おかし工房パンドラ」
４．銀行振込先：UFJ 銀行 刈谷支店 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」
５. 労働金庫に口座をお持ちの方は、振り込み手数料は要りません。
銀行振込先 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」
◆領収書につきましては、振込用紙の領収書・会報での記載をもって 代えさせて頂きます。
なお、領収書が必要な場合は、別途ご連絡ください。
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賛助会員・運営会員の皆様へ

このたびは、特定非営利活動法人 パンドラの会 賛助会員・運営会員に
申し込み頂き有難うございました。
通信でもお知らせいたしましたが、本年度より、会員特典として
おかし工房パンドラの商品を、５％割引をさせて頂くことになりました。
遅くなりましたが、会員証を発行いたしましたので同封させて頂きます。
今後ともぎ支援・ご協力よろしくお願い致します。
尚このカードは
ご本人及び家族の方のみ使用とさせていただきます。
築地町の「おかし工房パンドラ」のみでの使用とさせていただきます、
御了承ください。
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賛助会員ありがとうございました。 （敬称略・順不同）
－8 ページ追加分－
浦野浩子様 作田かずみ様 大橋考次様 徳枡貴代子様 神谷雅宏様 増谷美佐子様
西谷泰治様 三宅美佐子様 小山広志様 鳥居好考様 作田大祐様 作田小夜子様
鈴木恒男様 鈴木いつ子様 伊佐地順子様 神谷朱美様 小森義史様 塚本裕一様
与田茂子様 岡田圭介様 塚本敏治様 堀尾光男様 上東幸様 板倉清子様
山本幸江様
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