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『パンドラの箱を開けていく』 
 

 

皆さま、あけましておめでとうございます。 

昨年はコロナ禍の中でも、たくさんのお菓子のご注文・ご購入をいただきました。また企業への就

職も一昨年以上の実績を上げることができました。これもひとえに皆さまのご支援・ご協力、そしてス

タッフの皆さん・利用者の皆さんの活躍の成果です。心から感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。 

まだまだ新型コロナ感染症の収束のきざしは見えてこない状況ではありますが、皆さまはどんな一

年にしたいと考えてみえますか？ 

パンドラの会としては、「変化と挑戦」の一年にしたいと考えております。 

“パンドラ”の名前の由来の『パンドラの箱』の話しはご存じだと思います。一般には「開けてはなら

ない箱」のイメージが強いのではないでしょうか？ 

実は一方で、「常識やタブーへの挑戦」や「新たな展開のきっかけ」という解釈もあるんです。1 人

ひとりの働き方や生活ふくめ社会自体が大きく変化している現代こそ、とても大切なことだと思いま

す。 

3 月開催の刈谷市市制 70 周年とのコラボ事業「共走リレーマラソン」では、今回初めて、刈谷市

陸上競技連盟さま、ユーチューバーの「すっとこどっこい」さま、ミュージシャンの「APOLLORN」さま

等の協力をいただきます。是非とも成功させ今年だけの単発イベントに終わらせず、従来の福祉イ

ベントから市民イベントへの脱却を図ります。 

5月には刈谷市内に 2カ所目の就労移行支援事業所「ピボットパンドラ」を新設予定です。 

現在のＳ＆Ｊパンドラを利用される方は、就労を目指す 10代 20代の若い方々が大半です。新し

い事業所では主に 30代 40代の大人の方へのサービスを行っていきます。今まで多くのご相談を受

けながらなかなか取り組めてこれなかった念願の事業です。   

ピボットとは、方向転換や路線変更などを意味する言葉です。失業や休職はとてもつらいことでは

ありますが、長いキャリアの中それを失敗ではなく、一つのピボット＝新たな展開と捉えて、また笑顔

になって頂けるような応援チームをめざします。 

 

パンドラの箱の一番大切なメッセージ 

「どんな辛い時でも、どんな大変な時でも、つねに希望はあります」。 

                                                    

理事長 坂口伊久磨 
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＜お知らせ＞ 

 

 

 

 

年初に年賀式をパンドラの会全体で行いました。 

コロナの影響で会全体の行事を自粛していたため、久しぶりに 

会のメンバー全員が集まる行事となりました。年賀式では、理事長 

の話を聞いた後、利用者・職員ともに「本年の抱負」を皆さんの前 

で発表をしました。 

感染症予防をしながら過ごす日々が続きますが、その中でも 

各個人の目標を達成するために、努力を惜しまず日々を過ごして 

いくことを誓いました。 

 

 

 

 

 

 

昨年 11月 28日コロナ渦でイベントが相次いで中止になる中、トヨタ車体株式会社様の刈谷ふれ愛 

パークで行われる餅つき大会に招待してくださいました。餅つき大会はコロナ対策を十分配慮されており、

昔ながらの杵と臼を使った本格的な餅つきを体験、自分でついたお餅をその場で味わうことができました。 

作業員の皆さんはいつも以上の笑顔で久しぶりのイベントにとても楽しそうでした。 

このイベントでは、参加された社員様に刈谷ふれあいパークで収穫したサツマイモを使ったスイートポテト

がお土産としてパンドラブースでふるまわれました。この「スイートポテト」を、トヨタ車体株式会社様の 

社会貢献活動として、おかし工房パンドラに３８０個注文してくださいました。 

そのうえ、イベント当日はクッキーなどのパンドラの焼き菓子の販売もさせていただきました。その場で 

スイートポテトを召し上がった社員様からは「とても美味しかった流石パンドラさんね！」とのコメントも 

いただくことができ、とても嬉しく思いました。 

作業員の皆さんが、汗だくになって大量のサツマイモをペーストにする作業に取り組んだかいが 

ありました。 

ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トヨタ車体株式会社様ありがとうございました。 

ふれ愛パーク 「もちつき体験会」へ参加しました！ 

 

 

 

年賀式の開催 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 ３月６日(日) AM10:00～ 刈谷市総合運動公園にて 

パンドラの会主催 「5時間 共走リレーマラソン」 を開催します。 

・ コースは平坦、周回も 1㌔なので、体力に自信のない方や車いすユーザーの方も無理なく楽しめます。 

・ 速さ(競争)でなく、チームで決めた周回数をめざし仲間で競争します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、参加チームを募集しています！ 

友人や職場の方、家族などと一緒に参加してみてはいかがでしょうか。 

イベントの詳細や参加申し込みについては、右記のＱＲをご覧ください。→ 

 

 

同時開催の「わたしとみんなの３０秒ＣＭ テーマは“ありがとう”」も募集をしています。 

 

“ありがとう”に関わる 30秒ＣＭを作成いただき、大会ＨＰより投稿いただきますと 

大会当日スタジアムの大スクリーン＆ＹｏｕＴｕｂｅで流します。 

こちらも併せて、是非ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

５時間 共走リレーマラソン参加者募集！！ 
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＜２つのセクションの活動報告＞ 

就労継続支援Ｂ型 おかし工房パンドラ 

 

 

 

総額 1,050,000円！！ありがとうございました。 

クリスマスケーキ商戦は、作業員・パンドラ職員（おかし工房・ 

Ｓ＆Ｊ）がともに力を合わせ、ケーキを作る人、配達する人に分かれ 

一丸となって頑張りました。 

コロナ感染拡大のなか、大変なクリスマスでしたが、私たちの 

作ったケーキで、少しでも笑顔になっていただけたことと信じて 

います。来年のご予約もお待ちしています。 

また、併せてバースディーケーキ等の注文も受け付けています

のでお気軽にお問合せください。 

 

 

 

 

 

クリスマス商戦が一段落した２５日、作業員 6名は毎年恒例になっている、 

自作のクリスマスケーキ作りを行いました。 

今年初めて自分でクリスマスケーキを作る新人作業員の方は、とても緊張

しながら慎重に飾りつけ素敵で個性的なクリスマスケーキを完成させました。 

また、先輩作業員の方は慣れた手つきで自信ありげにケーキを作り、自宅に

持ち帰りました。 

来年は、どんなケーキが出来上がる

か楽しみです♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初の余暇企画にて、作業員の皆さんと職員との「ボーリング大会」を開催しました。 

始めは、上手く投げられずガーターを出す方もいましたが、少しずつ慣れ 

後半はスペアやストライクを出し喜ぶ姿も見受けられました。 

作業員・職員ともに、笑顔と笑い声が絶えないひと時を過ごすことができました。 

今後も、感染対策をした上で皆様が楽しめる余暇活動を計画していきます。 

２０２１年 クリスマスケーキ売り上げ報告 

 

 

毎年恒例の作業員のクリスマスケーキ作り 

 

 

余暇企画「ボーリング大会」開催 

 

 

今年の一番人気♪ 

～マロンノエル～ 
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ゆるぎない人気の “生チョコ・ケーキセット” 

有名チョコレート店でも使用されているベルギー産のチョコを 

ふんだんに使用した贅沢な“チョコレートケーキ”と生チョコの

セットです！ 

今年のおすすめは“チョコレートケーキ”！ 

径１２ｃｍと２～３名様向きの小ぶりで食べやすいサイズに 

いたしました。 

お世話になっている方へのプレゼントや自分へのご褒美に 

いかがでしょうか。詳しくは、チラシをご覧ください。 

 

 

 

                        ★バレンタインは手作り派の皆様へ朗報です★ 

一般には出回らないチョコレート“カカオ GOGO”を使用し 

本格的なバレンタインのチョコレートはいかがでしょうか。 

“カカオ GOGO”はお菓子作りの材料として使用しても良し、そのまま 

食べても良し、とても貴重なおすすめの一品です。 

右記の QR もしくはメール・お電話でのご予約となります。 

作業員・職員一同、皆様のご予約をお待ちしております。 

 

 

 

昨年１２月、今年１月に刈谷市立朝日中学校・刈谷市立雁が音中

学校・刈谷市立依佐美中学校より、各 2名の職場体験学習の生徒さ

んを受け入れました。 

実習中は、障害のある作業員の方とともにおかし作り等を体験し

ていただきました。実習生の皆様が作業員の方に対して分け隔て 

なく接していただき、職員一同大変嬉しく思いました。 

今後も積極的な実習生の受け入れを行い、多くの方に障害の 

ある方を身近に感じ、彼らの頑張りを認め、理解を深めていただけ 

ればと願います。 

 

 

 

株式会社豊田自動織機 様 ・ NPO法人オフィス・マハロ 様 ・ 教栄寺 様 

株式会社デンソープレステック 様 ・ 一ツ木厄年会 様 ・ 株式会社テルミック 様   

株式会社デンソーファシリティーズ 様 ・ 株式会社エイト 様 ・ トヨタ車体株式会社 様 

株式会社アイシン（刈谷めしクルー） 様 

♡バレンタインのご予約おまちします♡ 

 

 

 

刈谷市立中学校の職場体験実習生の受け入れ 

 

 

 

 

大口の注文ありがとうござました！(順不同) 

 

 

 

 

★おすすめ★ 

チョコレートケーキ 

カカオ GOGO 

 



6 

 

 

 

2021年 11月～2022年 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～ 

名古屋スバル自動車株式会社 刈谷店様 

◆会社概要：自動車販売、点検、修理 

◆従事作業：洗車後の拭き取り、車内清掃、部品の整理 

  Ａさんは約 1年半のトレーニング後、見事に就職を勝ち取りました。 

実習中から店長さんや現場のスタッフからは「A さんがいてくれて助かり

ました」と高い評価をいただいていました。A さんもスタッフ全員対応が 

優しく、人間関係でストレスは感じないと言っておられ、働きやすい職場

のようです。 現在、A さんは６時間の勤務ですが、徐々に作業に慣れていけば 4月からはほぼフルタイム 

での勤務になります。それまでは無理をしないで安全に作業に取り組んでいただきたいと思います。 

～3名の方が企業にて実習を頑張っています～ 

◆大手自動車部品メーカー 

 Ｂさんが１月 17日（月）から 21日（金）までの５日間、大手自動車部品メーカーにて清掃の実習を行いまし

た。初日から緊張して清掃器具の使い方が分かりづらかったと言っておられましたが、徐々に作業に慣れ

て無事に終了できました。Ｓ＆Ｊから既に２名の先輩が働いており、それも心強かったようです。企業の指導

員からは作業は問題なくできるという評価をいただきました。途中、お母様にも実習現場を見学していただ

き、頑張っている様子をご覧になられ安心していただきました。良い結果をいただけることを願っています。 

◆公官庁 

 C さんが 1月 13日（木）から 18日（火）までの４日間、刈谷市内の公官

庁にて事務作業の実習を行いました。毎日、違う部署での実習は本人に

とって大変だったと言っておられました。その中で、パソコンにデータ入力

する作業では、職員の方から「入力が速いね」と誉められ、普段から 

Ｓ＆Ｊでパソコンの勉強をした成果が発揮できました。最終日の振り返り

面談で実習責任者からは、よくコミュニケーションができていたと評価 

していただきました。良い結果をいただけることを願っています。 

◆塗装会社 

 D さんが 1月 31日（月）から 2月 11日（金）までの２週間、大府市にある塗装会社にて実習を行う予定 

です。ここの会社は全従業員の６割以上が障害のある方です。現場には大きな焼き付け炉があり、塗装 

する物を順番に引っかける作業や塗装後の製品を梱包する作業を行います。D さんは十分こなしていける

作業なので手順を守り安全に実習を行っていただき、就職にたどり着いていただきたいと思います。 

～ＯＢ会の場所をＳ＆Ｊパンドラからアイリスに移して開催しました～ 

毎月開催しているＯＢ会の参加者が多くなってきたため、場所をＳ＆Ｊから刈谷駅前のアイリスの会議室

に移して開催しました。参加される皆さんの表情が明るく、お互い頑張っていることや日常のことを話し合っ

てる姿を見ると職員も嬉しく思います。時々、仕事上の相談も受けることがありますが、帰る頃には来週から

また仕事に励んでいこうとする頼もしさが感じられます。また次回も楽しいＯＢ会にしたいと思います。 

就労移行支援・就労定着支援 『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。 

◆白子澄子様   ◆加藤大志様   ◆加藤敏夫様 

 

 

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  ◆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。 

◆岩崎 智様   ◆加藤蔵次様   ◆加藤義宏様    ◆神谷隆也様   ◆河原朗治様 

◆小池 宏様   ◆廣岡雅敏様   ◆深谷勝治様    ◆安田 敏様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ り が と う ご ざ い ま す 



8 

 

 

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」 

 

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。 


