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新しいパンドラへ 

 

新しい年度が始まりました。弊会でもたくさんの新しいスタッフ、利用者の方々を迎え、新たな決意の気持ち

でおります。 

昨年は、多くの皆様のおかげで法人設立 20 年のイベントを行わせて頂きました。節目の年ともいえる今年は

パンドラにとっての「変化と挑戦」の 1 年にしてまいります。 

 さて、今回 3 つの主な具体的な取り組みについてご紹介させていただきます。 

① 新しい就労移行事業所「ピボットパンドラ」オープン 

長年の夢の一つであった、2 つ目の就労移行支援事業所を 5 月に刈谷市熊野町にオープンし

ます。 

既存のＳ＆Ｊパンドラでは長年多くの方々の企業への就職とその後の定着支援・相談支援を

おこなわせて頂いております。利用の方は就職経験の無い方・少ない方、若年の方が多く、じ

っくり確実に経験を積む中で自信をもって社会に巣立っていかれる支援を行っております。 

 今回の新事業所は、主に就労経験のある方で再就職を目指す方、休職中の方で復職を目指す

大人の方々の支援をさせて頂く事業所となります。 

 「ピボット」には方向転換や分岐点といった意味があります。長い人生の中で、離職や休職

は決して挫折や負けではなく、一つの未来への転換点にすぎません、「大丈夫です。」という想

いをこめています。 

② おかし工房での「新商品・新サービスの開発」 

B 型就労継続事業所として 20 年以上、美味しく品質の良いお菓子づくりを障がいのある方々

と一緒に行ってまいりました。味や品質はもちろんですが、より多くのお客様に喜んでいただ

けるお菓子・売れるお菓子作りに取り組んで参ります。その一番の目的は障がいのある方々の

仕事づくり・やりがいづくり・生活の充実です。 

6 月からお菓子に特化したホームページへのリニューアル、ＷＥＢの地域のお店モールへの

出店等もスタートします。若いスタッフの力とアイディアを中心に進めてまいります。乞うご

期待ください。 

③ 「コミュニケーションワークショップ」 5 年目へ 

コミュニケーションに特化し、誰でも参加でき、毎月定期的に実施されるワークショップは

全国的にも稀です。4 年間で約 450 名を超える方々がおみえになりました。福祉でも医療のサ

ービスでもない独自の居場所づくり事業として、今年も 6 月より毎月開催いたします。今年か

ら地域で活躍される方々の参加協力も頂きながら、より楽しく学べ元気がもらえる、仲間と出

会える場づくりを広げてまいります。 

 

 以上の活動およびその他の活動につきましては、5 月半ばに完全リニューアル予定の弊会ホームページ等で紹

介してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

                                        理事長 坂口伊久磨 
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2022年 4月 4日、利用者・職員のみで本年度の入所式を行いました。 

  本年度は、就労移行支援『Ｓ＆Ｊパンドラ』に１０名が新たに入所され、新規職員 3 名も迎えました。   

感染症対策のため式典は短時間で切り上げ、入所式後のお花見・ボーリングは中止、皆様に少しでも花

見気分を味わっていただくため、パンドラの会が株式会社

上々様のお持ち帰り用「お花見弁当」を用意し、参加者全

員にお渡ししました。 

利用者の皆様から、「自宅にておいしくいただきました。

ありがとうございました。」などのコメントをいただきました。 

来年には感染症も落ち着き、皆様と桜の下でお花見ができ

ることを願っています。 

 

 

 

新事業所「ピボットパンドラ」が刈谷市熊野町に 5月上旬より開所いたします。 

ピボットパンドラの対象者は、企業を休職中の方や離職後早期に再就職したい方、または引きこもり 

状態にある方です。 

詳しくは、5ページをご確認ください。 

 

 

 

 

 2月中旬に介護実習生 3名の受け入れを行いました。 

おかし工房パンドラ ・ Ｓ＆Ｊパンドラともに実習を行い、障がい

福祉の現状やサービスを利用している障がいのある方と触れ合い

ながら実習を行っていただきました。はじめは、戸惑いながらも

徐々に慣れ、実習後半には利用者の方と笑顔でお話しされている

姿も見受けられました。 

これからの日本の福祉をささえる人材として、力を発揮していた

だけることを願っています。 

 

 

 

「5時間共走リレーマラソン」は、コロナウィルス感染拡大防止の観点より、たいへん残念ながら延期 

させていただきました。 

次回の日程は未定ですが、決まりましたら皆様へご案内いたします。 

 

お知らせ 

 

「２０２２年度 入所式」を開催しました。 

 

新事業所 「ピボットパンドラ」 5月上旬より開所します。 

 

「5時間共走リレーマラソン」を延期いたしました。 

 

学校法人さくら学園「慈恵福祉保育専門学校」からの介護実習の受け入れ

を行いました。 
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3月下旬に行われた３つのイベント 認定 NPO法人アジア車いす交流センター様主催の 

「かりや SDGs マルシェ」、株式会社桁井堂様主催の「アーモンドまつり」、SUHARA MUSIC FES 実行

委員会様主催の「2022 SUHARA MUSIC FES」に参加させていただいた会場で、ウク

ライナ募金活動を行い、そのお礼にパンドラの B 級品のクッキーを１袋プレゼントさせ

ていただきました。 

又、パンドラ全職員も募金への協力を行いました。パンドラの思いに賛同し、 

ご寄付いただいた皆様、ありがとうございました。 

総額 ３４,０００円をウクライナ大使館へ寄付いたしました。 

一日でも早くウクライナに平和が戻ることを祈っています。 

 

 

 

トヨタ車体株式会社様より、社会貢献の一環として「マスクの寄付」をい

ただきました。ご寄付いただいたマスクは、開催を予定している「5 時間  

共走リレーマラソン」にて感染症対策のために活用させていただきます。 

ご寄付いただき、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

『Ｓ＆Ｊパンドラ』で使用をしていた「電子レンジ」が経年劣化により故障

をして困っていましたが、子ども食堂 ほっとライス様より、新品の電子レン

ジを寄付していただきました。電子レンジは、利用者様の昼食時や週末

に開催している「日中一時支援」の昼食調理に使用しています。 

大切に使っていきます。本当にありがとうございました。 
 
 

 

 

 

 

株式会社デンソー高棚製作所 ５０２工場支援課の榊原様が中心

となり 3.4年前から食堂を利用されない方のためにと、５０２工場で

販売の機会を設けてくださいました。毎回多くのご注文をいただき

とても助かっています。とりわけ、コロナ禍になってからのご注

文は感謝に堪えません。直接販売はできなくなりましたが、社

員様が購入者への個別仕分けを行ってくださっています。 

お菓子をご個入いただいている皆様ありがとうございます。 

 

ウクライナ緊急支援のため、ウクライナ大使館へ寄付をしました。 

子ども食堂 ほっとライス様より、電子レンジを寄付していただきました。 

株式会社デンソー高棚製作所 ５０２工場様 

お菓子販売のご協力ありがとうございます。 

トヨタ車体株式会社様よりマスクの寄付をいただきました。 

＊お菓子振り分けの様子 
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＜３つのセクションの活動報告＞ 

 

 

 今年も多くの方にご注文をいただきました。本当にありがとうございました。 

バレンタイン  389，000 円    ホワイトデー  141，450円 

 ホワイトデーでは初めて試みで焼き立てのチーズケーキを販売いたしました。 

インスタグラムでの注文でしたが多くのご注文をいただきました。これからも、いろいろ 

な企画を配信していきますので楽しみにしていてください。 

 

  まだまだコロナがおさまりませんが、安全対策を取りながら３月には認定 NPO 法人アジア車いす交流 

センター（WAFCA）様主催の、ふれあいプラザゆうきそうで行われた「かりや SDGｓマルシェ」、井桁堂株式

会社名古屋ふらんす豊田工場様の「アーモンドまつり」、「2022 SUHARA MUSIC FES」に販売に伺いまし

た。「パンドラのお菓子を楽しみに待っていたの。おかしおいしいもんね。」などのお声をいただき、お客様と

の触れ合いも楽しく、仕事の励みになることを改めて感じました。今後は、より良いお菓子を作り続けるため

にも、販売先で見かけた際は皆様のご意見をお聞かせください。４月はトヨ

タ車体様主催のプロギング（PlockaUpp ゴミ拾い+Jogging ジョギング）に

も参加させていただきました。運動をしながらゴミ拾いを行うことで、心も体

もすがすがしい気持ちになりました。 

 

  ３月３日（木）限定で、パンドラのお雛祭ケーキを株式会社上々様のちらし寿司と共に販売させていただ

きました。お子様の健やかな成長を祈りながら一つ一つ丁寧に作りました。 

 

  4月よりケーキ職人の安藤さんが職員として働いていただけることになりました。 

とても頼もしい味方ができました。すぐに作業員とも解けこみ合い、みんなの信頼を得

ています。＜安藤さんからの一言＞ 

ケーキ作りのノウハウを生かし、みなさんと楽しく仕事に取り組んでいきたいと思います。 

 

・株式会社豊田自動織機様 ・学校法人さくら学園様 ・NPO法人アスクネット様  

・株式会社デンソー高棚製作所様、安城製作所様 ・熊安全パトロール隊様  

・社会福祉法人共育ちの会様 ・株式会社エイト様 

就労継続支援Ｂ型 おかし工房パンドラ 

 
バレンタイン・ホワイトデー売上報告 

 

イベント再開 

 

株式会社上々様とコラボ 

 

スタッフの紹介 

 

＊大口注文ありがとうございました＊ 
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2022年 2月～2022年 4月； 3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～ 

刈谷税務署 様 

◆概要： 税金の賦課・徴収、納税者の相談業務など 

◆従事作業： 事務補助、PCを用いた資料作成、書類整理 

A さんが 4 月から刈谷税務署の運営管理部門にて事務補助員として就

職することができました。A さんは S＆Jに在籍中に自分からパソコンの練習

をしたいと申し出て、毎日のプログラムが終了した後も懸命にWordや Excel

の練習を続けてきました。その結果、実習中は総務課や徴収部門、個人・

法人課税部門など色々な部署の仕事を経験する中で、特にパソコンでの入力作業では実力を発揮し、高

評価を得ていました。今後も高い評価をいただきながら意欲的働き続けて欲しいと思います。 
 

カリモク皆栄株式会社 様 

◆概要： インテリア家具の製造 

◆従事作業： インテリア家具の木工、調整、組み立て等 

B さんが 4 月からカリモク皆栄株式会社に就職することができました。B

さんは S＆J に在籍中、認知行動療法を集中的に取り組むことで自分の物

の考え方が狭かったことを実感し、多様な物の捉え方ができるようになった

と言っておられました。現在は家具の木工作業に従事し、もの作りの楽しさにのめり込んでおられます。今

後は長く働けるように頑張っていただきたいと思います。 

株式会社 バロー 様 

◆概要： 小売業 

◆従事作業： 農産部門での野菜の袋詰め等 

 C さんは、特別支援学校卒業と同時に通所を開始されました。通所当初は、周囲の利用者と職員とのコミ

ュニケーションが少ない印象でしたが、様々なトレーニングを通じて他者と協力して作業を最後までやりき

る力を身に付けられました。コミュニケーションに自信をつけ、訓練開始より半年経った頃よりグループワー

クで自ら司会を行うなど積極性がみられるようになりました。その頃、株式会社バロー様より求人をいただき、

2 週間の実習をしました。一生懸命に仕事に取り組む姿やコミュニケーション等が評価され就職に繋がりま

した。これからも、定期的な支援を通じ C さんが長く働いていける環境を整えていきたいと思います。 

～4月から新規職員の方が入社されました！ よろしくお願いいたします！～ 

 4月 1日より、入社いたしました竹内です。 母の影響でこの業界に興味を持ち、 

入社してから今まで、毎日楽しく利用者様たちと訓練やお話をさせてもらっています。  

利用者様の特性や希望を把握し、ご本人様に合ったやりがいのある職場に就ける 

よう全力でサポートしていきます。 一日でも早く、戦力になれるよう精進いたします。 

ので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。  

就労移行支援・就労定着支援『Ｓ＆Ｊパンドラ』 
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～５月初旬、刈谷市熊野町に開所！ 復職・再就職支援に注力します！～ 

パンドラの会の２つ目の就労移行支援事業所 ピボットパンドラが、５月に刈谷市熊野町（JR 逢妻駅から

徒歩４分）に OPEN します。「ピボット」の意味は「方向転換」「路線変更」です。ピボットパンドラの利用者は  

企業を休職中の方や離職したものの早期に再就職したい方、または

引きこもり状態の方などを想定しています。これらの方がご自身の 

キャリアを新たな方向へ転換するお手伝いをしたいと思っています。 

◆所在地         〒448-0831  刈谷市熊野町二丁目３番地 9 

◆電話番号&FAX    0566-23-0177 （共通） 

◆ピボットパンドラのロゴマーク 

 

 

外観                        作業室                   ロビー 

～レジリエンス（こころの回復力）を鍛え自信をつけるプログラムを提供！～ 

ピボットパンドラを利用される方は、会社生活での仕事や人間関係、あるいは日常生活での家族や交友

関係から様々なストレスを受けていると思われます。それを以下のプログラムを通して復職・就労を目指し

ます。全国でも「レジリエンス」に重要視したプログラムを提供している就労移行支援施設は多くありません。 

１．グループ認知行動療法 

  利用者さんの多くはものの捉え方への偏りがあるため社会生活の中で悩んでおられます。グループ認

知行動療法では、物事をいろいろな角度から捉え、嫌な気分やストレスに対処できるようにしていきます。 

２．ストレスコーピング（ストレスへの上手な対処方法） 

  利用者さんをストレスから解放するため、マインドフルネスやアロマ・カラーセラピー、ゆったり体操など、 

また体力をつけていただくためにジムトレーニングを行い、心身ともに快適に過ごせるようにします。 

３．公文式学習（英語）  

  世の中がグローバル化した現在では、英語の知識は不可欠です。そこで公文式学習にて英語を学習し、

基本的な英語の読み書きする能力を身に付け、社会人として自信につなげていきます。 

４．毎日の気分と体調の「見える化」 

  スマホアプリ（LIFE LOG CREATOR）を用いて、毎日の気分と体調を数値化・グラフ化して現在の状況

を見える化します。このデータを職員と共有し、利用者さんが不安定な時には素早く対処します。 

  その他には、話し方講座、ビジネスマナー講座、話し場「ピボットカフェ」、パソコン講座などがあります。 

 

就労移行支援事業所 ピボットパンドラ 

 

ピボット
パンドラ

48
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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。 

◆筒井晃子様  ◆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  ◆楢本美智子様 ◆丹羽 滿様 

◆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  ◆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 

 

ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。 

◆河原朗治様  ◆Be With様   ◆岡部扶美子様  ◆長坂富夫様  ◆片岸妙子様 

◆藤井清司様  ◆吉田順一様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ り が と う ご ざ い ま す 
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賛助会員募集のご案内 
 

 

 

「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。 

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。 

ぜひ会員となってお力をお貸しください。 

 

 

＜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
サカグチ

伊久磨
イ ク マ

」 

【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」 

 

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、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！ 

 

 

領収書につきましては、確認後発行させていただきます。 

確定申告前に年間総額をまとめて寄附金受領証明書（領収書）を同封させて 

いただく方もございます。（令和 5年 1月末発行予定） 

再発行はいたしかねますので、大切に保管して下さい。 

 

 

法人・個人賛助会員・運営会員の皆様、いつもありがとうございます。 

 

 


