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分かり合えないことから始める コミュニケーション 

 

7 年目を迎えた今年度も、6 月より「コミュニケーションを楽しく試すワークショップ」（以下ＷＳ）がスタートしました。 

コミュニケーションを楽しく学びたい方、興味のある方ならどなたでもご参加いただけます。 

 

 増える休業者 

 働く上でコミュニケーションに生き辛さを感じる人等へ自己肯定感を高めて

いただくために毎月 WS を開催。今まで延べ 450 人超の参加者のアンケート

結果から、約 6 割が精神や発達障がいの診断を受け、その大半がサラリー 

マンや学生でした。参加者の中にはＷＳをきっかけに復職された方や職場 

でのコミュニケーションが楽になったとの声もいただいています。 

一方、社会に目を移すと、実際に精神疾患を理由としたメンタルヘルス  

不調により連続１カ月以上休業した労働者がいる事業所の割合も、平均で約

1 割と高止まり傾向にあります。そのストレス原因の多くは人間関係にあると  

言われます。 

 

『みんなが当事者なんですね』 

WS に参加されたある管理者の方が、アンケートに『最初は、あまり話が得意でない部下のためにと思い来ました

が、コミュニケーションではみんなが当事者なんだと気づきました』と書かれていました。 

コミュニケーションが得意って何ですか？とお聞きすると、大半の方が「会話がスムーズに楽しく出来る事」「たくさん

友だちをつくれること」等の答えが返ってきます。しかし実際には、口下手な人もいれば、逆にしゃべりすぎて失敗して

しまう人もいます‥・それは優劣ではなく、その人らしさ・個性です。 

実はコミュニケーションの語源はラテン語の「コミュナス」で、その意味は「違いを共有すること」と言われています。

働く現場が、いろいろな意味で多様性が高まる中、捉え方や価値観の違う人同士のコミュニケーションは、「なぜ分か

り合えないのだろう・・・」と感じてしまう、とてもストレスが生じやすい場面が多いのではないでしょうか。 

 

『すぐには、こころから分かり合えない』 

詩人の金子みすゞさんは「みんな違ってみんないい」と歌っていますが、その反面、身近な人と分かり合えず「みん

な違って大変だ」という現実もあったようです。 

分かり合えるから始めるコミュニケーションは、自分とは違う人、分かり合う可能性の無い人をあらかじめ排除し、

分かり合えそうな人とだけ関わればよいという危うさも秘めていると思います。人はなかなか分かり合うことって難しい。

でも、お互いに工夫をしながら何とかして共有できる部分をすり合わせ、見つけられた時のうれしさ、感じる豊かさ、

それがコミュニケーションの本質だと考えます。 

今後も WS を継続しながら、地域のいろいろな職場のみなさんにもコミュニケーションについてお伝えする機会を 

増やしていき、みんなが安心して楽しくコミュニケーションができる職場を地域に広げていくお手伝いが少しでも出来

ればと思っています。 

                                                    理事長 坂口伊久磨 
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～６月から本格稼働！ 就労するための魅力的なプログラムが続々と立ち上がっています！～ 

６月から就労移行支援事業所ピボットパンドラが本格的に稼働しました！ 

利用者さんはまだ 5 名と少ないですが、社会経験のある方、休職中の方などに向けた自信のあるプログラムをご用意し

ています。ピボットパンドラでは「こころと身体」と「知識とスキル」に関するプログラム

をバランスよく提供しています。またピボットパンドラの特徴として、障がいのある方

への支援経験が豊富な外部講師も充実しています。 

広報活動として、刈谷周辺の役所、相談支援事業所、メンタルクリニック等への

チラシ配布も行い、ピボットパンドラを周知してもらう活動をしています。また今の  

利用者さんの声を聞いて、興味を持っていただいた方もいらっしゃいます。その  

結果、見学者も少しずつ 

増えてきています。     

今 後 は さ ら に ピ ボ ッ ト  

パンドラの魅力をお伝え

し、利用者さんには将来の

就労に向けた支援につな

げていきます。 

 

 

 

株式会社デンソー様、株式会社アドヴィックス様より、SDGs を進めるための一環として、おかし工房パンドラのお菓子を

使っていただけるお話があります。 

株式会社デンソー様は、デンソーが掲げている SDGs の取り組みのひとつとして、本社屋上ではちみつの採取を行って

います。先日、この採取されたはちみつ（サステナブルハニー）を使用したマドレーヌを作って欲しいとのご依頼をいただき

ました。今後、完成したお菓子をノベルティアイテムとして使っていただけるそうです。 

株式会社アドヴィックス様からは、SDGs を行った社員様へのご褒美として、おかし工房パンドラのお菓子とフェアトレード

のコーヒーを一つにしたプレゼントの提案がありました。 

 

  

刈谷市主催の福祉事業所向け歯科検診を行いました。刈谷市築地町の「祖父江歯科医院」の祖

父江先生にお越しいただき、作業員の皆様の歯の検診を行っていただきました。利用者さんは、先生

からの個別のコメントを真剣に聞いており、大切な歯を守るために今できることを考えることのできる

良い機会となりました。来年の検診時には、健康な歯になるように利用者の皆様には日々の手入れを

欠かさず行っていただきます。祖父江先生、ありがとうございました。 

歯科検診を行いました！ 

お知らせ

 

 
ＳＤＧｓへの取り組み 

就労移行支援事業所 ピボットパンドラ が開所しました！ 
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6 月上旬から中旬にかけて「愛知県立安城特別支援学校」より実習生 2 名、「学校法人さくら学園 慈恵福祉保育専門

学校」より 1 名の受け入れを行いました。 

1 週間から 2 週間と短い実習期間ではありましたが、おかし工房とＳ＆Ｊパンドラにて実習を行っていただきました。実習

生の皆様は、他の利用者の皆様ともすぐに打ち解け作業していただけました。また作業に対して真面目に取り組む姿勢は、

他の 利用者さんに対してとても良い刺激になりました。実習生の皆様、実習お疲れ様でした！ 

また今回実習された３名は、来年度よりＳ＆Ｊパンドラに通所予定です。 

 

 
かりがね発展会が主催し、刈谷市 雁が音小学校区で行われている「かりがねまつり 2022」に出店いたしました。 

当日は、ボランティアとして水風船つりの準備・運営やおかし工房のブースを出店し、かき氷・飲み物・タピオカミルク  

ティーを販売しました。 

おかし工房のブースでは、神谷芳磨さまが店の前でバルーンアート作りをしてお客様を呼んでいただきました。その 

おかげもあり、親子連れや小学生を中心に多くのお客様にかき氷や飲み物を購入していただきました。 

神谷様、ご協力いただきありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 
イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン！をご存じですか。 

この活動は、イオン株式会社様の社会貢献活動の一つで、毎月 11 日に黄

色いレシートの日が設けられます。その日は事前に登録したボランティア・福祉 

などの社会活動団体のポストが設置され、当日お買い物をされたお客様は 

黄色いレシートを自分の応援したい団体のポストに入れることができます。 

ポストに投函されたレシートの合計金額の 1％が「イオンプリペイドカード」 

として団体に寄付として還元されます。 

今年は、イオンタウン刈谷店様よりご寄付いただき、当法人で利用している消耗品を購入しました。 

イエローレシートの日には、是非パンドラのボックスに投函していただきますようお願いたします。 

地域イベント「かりがねまつり 2022」に出店いたしました！ 

イオン株式会社様より幸せの「黄色いレシートキャンペーン」 

ギフトカードの贈呈ありがとうございました。 

愛知県立安城特別支援学校様から 2 名 

学校法人さくら学園 慈恵福祉保育専門学校様から 1 名 
の実習の受け入れを行いました。 
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＜３つのセクションの活動報告＞ 

 

  

 昨年までは、新型コロナウィルスの影響でイベント等が中止になり、参加する機会がありませんでしたが、  

今年は多くのイベント・バザーに参加させていただきました。 

コロナへの安全対策を取りながら、2022 ショッキフェスタ・第 15 回あったかハートまつりに出店しました。

フェスタでは用意した商品が足りなくなるほどの大盛況でした。また学校バザーにも参加いたしました。小垣江

東小学校様・朝日中学校様・雁が音中学校様では、チーズケーキ、チョコレートケーキの予約販売を行いました。

お客様から「やっとパンドラのケーキを食べることができる。うれしいです♪」との声をかけていただきました。 

パンドラのお菓子は、学校やイベントでしか買えないと思われている方が多く、

店舗の存在が周知されていないことが多いため、お客様に知っていただけるよう

SNS 等でお菓子の情報提供、店舗前の旗の設置を行っております。 

 これからもより多くのお客様にパンドラの存在を知っていただけるよう、イベ

ント等の販売に参加してまいります！ 

今後ともイベント・バザー参加のご依頼をお待ちしております♪ 

 

7 月 16 日（土）半田クラシシティで開かれた「子育てマルシェ」様のイベントに出店しました。 

半田地域での販売は初めてであったため、パンドラのお菓子を知っている方は少なかったのですが、 

お菓子の説明の際に就労継続支援Ｂ型にて利用者の方が作っているお菓子であること

をお客様にお伝えすると「一般の洋菓子店で売られているお菓子とクオリティーが同じで

すね」ととても驚かれていました。 

また、「子育てマルシェ」の出店者の方々とも有意義な意見交換等ができました。今後

も、刈谷市周辺以外の地域のイベントにも積極的に参加し、多くの方々におかし工房  

パンドラのお菓子を周知していただけるように努力していきます。 

 

 6 月に開催された「食品衛生講習会」に職員が参加しました。 

安心・安全なお菓子を消費者の皆様に届けるために職員は定期的に講習を受講しております。 

そして職員は講習会で学んだことを利用者の皆様にもわかりやすい形で伝えています。 

今後も、安心・安全のお菓子を利用者、職員一同で力を合わせ作っていきますので 

安心してパンドラのお菓子をご購入ください。 

 

・株式会社豊田自動織機様  ・連合愛知三河西地協様  ・株式会社デンソー東京支部東京企画室様 

・ワシノ商事株式会社様     ・NPO 法人オフィスマハロ様 

就労継続支援Ｂ型 おかし工房パンドラ 

 
久しぶりにイベント・バザーへ出店しました！ 

★初出店「子育てマルシェ」様★ 

食品衛生講習会の受講 

＊大口注文ありがとうございました＊ 
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2022 年 5 月～2022 年 7 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～ 

西濃運輸株式会社 様 

◆会社概要： 輸送業務を中心に運送情報の提供など 

◆従事作業： 構内にてユニット、台車の移動、貨物整理、その他付随する作業 

A さんは約 2 年 4 か月のトレーニングの後に「西濃運輸株式会社」へ就職されました。 

通所当初は、臨機応変な対応が苦手なことや他の人に自分の気持ちを伝えることが 

とても苦手でした。会話は、いつも聞き役で困り事を相手に上手に説明できない姿が多く 

見受けられました。 

『Ｓ＆Ｊパンドラ』でのトレーニングにて、場面や人に応じたコミュニケーションスキルを 

身につけていき、その結果、今まで以上に他の方と楽しそうに会話をする姿が見受け 

られるようになりました。本人からも今まで以上に人と話すことが楽になりましたとの感想を 

いただきました。 

就職活動を行う中で、「西濃運輸株式会社」を紹介され、実習へ進みました。持ち前の

明るさや真面目な性格、身につけたコミュニケーション力を高く評価され採用につながり 

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。 
 

♪新プログラムの始動♪ 

S＆Ｊパンドラでは、5 月にプログラムの改定を行い下記のプログラムを新たに導入しました。 

①軽作業プログラムの導入 

  毎週異なる「軽作業」を提供させていただき、職員の指示にしたがい安定した作業ができるように訓練を 

していきます。他の作業系プログラムとともに、自分の得意・不得意な作業を見極め、その後の就職活動の 

参考にしていきます。 

②ライフスキル講座の導入 

    今までは、就労するためのスキルを身に付けるプログラムが中心でしたが、就職した後に「お金の上手な使い方が 

わからない」「余暇の過ごし方がわからない」「仕事以外での人との距離感がわからない」等のお声をいただいたことを 

機にライフスキル講座を導入しました。この講座では、「お金の上手な使い方」「人との距離感・上手な付き合い方」 

「衣食住」「余暇の過ごし方」等の生活に特化した情報を提供していきます。 

 

～NEW！スタッフ紹介～ 

 4 月 1 日より、入社いたしました宮田です。 知的を伴う自閉症の息子が高等部１年生になったの 

を機に「就労」に興味津々です。普段は、幼小中の子供たちと関わる仕事を掛け持ちしているため、 

短時間での勤務となりますが、利用者の皆さんと早く打ち解けられるようお声掛けをしていきたい 

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

就労移行支援・就労定着支援『Ｓ＆Ｊパンドラ』 
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タブレットを用いた公文式学習、障がい者の支援経験が豊富な外部講師など魅力的な講座が多数！ 

ストレスにしなやかに対応できるこころづくり ・・・ 安定した心の状態を徐々に身につけていきます 

■朝の笑顔ミーティング 

マインドフルネス呼吸法、10 分間の読書タイム、グッド＆ニュー（最近、自分が感じた良い事についての 1 分間 

スピーチ）、ラジオ体操を行います。マインドフルネス呼吸法では、こころの  

安寧につながる瞑想法・呼吸法などを身に付け、日々のストレスに対処 

できるようにします。 

■グループ認知行動療法 

自分の考え方のクセを知り、物事の捉え方を広げてストレスを和らげます。  

具体的には、①かんたんコラム法、②行動活性化法、③問題解決 

技法、④アサーション（適切な自己表現） などを通して、ストレスを受け 

た時、従来の受け止め方と違って適切に対応する方法を身につけます。 

 

はたらく身体つくり ・・・ 働くために必要な体力をつけていきます 

■体幹・筋肉トレーニング・・・上・下半身の部位の筋肉に負荷をかけ、正しい姿勢を維持する筋力をつけます。 

■有酸素トレーニング・・・・・・リズムに合わせて全身を動かし持久力を高め、  

血圧を低下し脂肪を燃焼させます。 

■トレーニングジム・・・・・・・・・刈谷市総合体育館のジムでトレーナーの方 

から指導を受けて体を鍛えます。 

■体育館でスポーツ・・・・・・・和気あいあいと軽めのスポーツを楽しみ、 

汗をかいてストレスを発散させます。 

 

自分らしく生きる ・・・ ピボットパンドラの目玉講座。外部講師の先生の講座を通して人と比較すること 

なく自分のペースで行動できるきっかけをつくります 

■はなし場 こころの居場所・・・中高年でブランクがある方の社会参加をサポートする Mirai Terrace+主宰 塚本先生：  

ピア（仲間）カウンセラーである塚本さんを進行役に、同じ疾病や障がいを経験した当事者同士で安心して楽しく  

話し合う場です。 

■話し方講座 ・・・・・・・・・ 元東海テレビのアナウンサー 庄野先生：  

「ドラゴンズ HOT スタジオ」初代アシスタント。S＆J に加えてピボットでも 

利用者さんに正しい姿勢と発声法をご指導いただき、自分らしい素敵な 

話し方を学ぶことができます。 

■ゆったり体操・・・・・・・・・ スタジオ サンパギータ主宰 服部先生（骨の 

健康、姿勢がテーマの「Bones for Life」、動きを探求して気づきを高め 

潜在能力を引き出す「フェルデンクライスメソッド」） ： ストレスから、こころと身体をゆったりほぐしていきます。 

就労移行支援事業所 ピボットパンドラ  
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■カラーセラピー・アロマセラピー・・・エステサロン「セレナ」主宰：中島先生: 

カラーセラピーでは、楽しみながら色に興味をもつことで、見えてくる自分や 

自分らしさを発見します。アロマセラピーでは、こころ・身体・脳に働きかける 

リラクゼーションでストレスを解消します。 

■お茶・お花体験・・・・着物のお仕事を長年やってみえた鱸（すずき）先生： 

楽しく日本の文化や教養を学びながら、自分の点てたお茶やお花について 

参加者とのコミュニケーションを取ることで自分を表現する方法を体験します。 

 

はたらく知識・スキル ・・・就職に必要な知識・スキルと自分の意見をわかりやすく述べるコツを身につけます 

■公文式学習（英語）・・・・・・ iPad を用いて、集中的に基本的な英語の 

読み書き・発音のスキルを身に付けて自信を取り戻します！ 

■ビジネスゲーム・・・・・・・・①グループで日経記事などをまとめ・発表する、 

②「私の好きな本」を参加者に発表・アピールする、③インバスケットを 

通して仕事の優先順位づけを考えることで、実際の職場に応用できます。 

■作業体験プログラム・・・・・・各種軽作業を体験し、自分の得意・不得意な 

作業を「見える化」し、自分に適した作業を見極めた上で就活に活かします。 

■パソコン講座・・・・・・・・・実際の職場ですぐに使える基礎的（ベーシック）・ 

実践的（アドバンス）なパソコン操作を身に付けます。講師の今福先生は、 

その場にいるだけで笑いが絶えず、楽しく幸せな気分にしてくれます。 

■自己分析・・・・・・・・・・・①キャリアインサイトや VRT カード等を使った 

自己分析にて自分の志向や適する仕事を把握します。②「ナビゲーション 

ブック」、「就労パスポート」等を作成し、ハローワークの担当者とともに 

確実にご自身に合う企業への就活を進めます。 

■企業研究・・・・・・・・・・・自分が希望する業界や会社の動向を調査し、今後の就活への意識を高めます。 

利用者の声      

 

 

 

 

 
 

～5 月から新規職員の方が入社しました！  よろしくお願いいたします！～ 

 

枡田京也  ： まだまだ未熟で右も左もわからない状態ですが、精一杯、 

利用者さんに寄り添えるように頑張っていきたいと思います。 

山下きみこ ： こんにちは。小学校の支援学級にて補助員として障がい 

のあるお子様のお世話するボランティアの経験があります。 

ピボットの利用者さんと明るく接していきたいと思います。 

 

 

「話し場」ではいろいろな人の意見を聞けて良かったです。 

様々な意見をまとめて話すことは難しいですが、これからも人前で 

わかりやすく話す経験を積んでいきたいと思いました。 

枡田       山下 
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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。 

◆野畑千榮様    ◆松下恭規様    ◆谷口弘幸様   ◆長谷川涼様   ◆松下恭規様 

◆木戸上めぐみ様  ◆倉田祐貴様    ◆伊藤寛泰様   ◆水野真一様   ◆水野智貴様 

◆瀧川賢司様    ◆瀧川みさき様   ◆瀧川正浩様   ◆瀧川弥生様   ◆内川理紗子様 

◆邉原圭吾様    ◆安田一裕様 

 

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  ◆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 

◆金原実希様   ◆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    ◆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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」のために、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会報を年間４回発行しお送り致します。 

ぜひ会員となっていただきお力をお貸しください。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

＜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 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・個人賛助会員の皆様、いつもありがとうございます。 

 


