91測･4m511延行

2o18年春号

〈第42号＞

僕と写真

a ＆9Q2J

ンズタンー ︲カメつで飛行

r r
S QS

欄を梯りました︒全日？

それから電IS︲

りま・した︒

Ｆ

Q･p'G4S

︲忿曜口﹈は翔の幟⁚︷回とメ

ソンの・栽 Ｍｂ︸写真を振︲り

ます︒ふうせんバレーや

余暇活動のとき︑臓抑や

りＩｌｔ乙提る前は﹁一緒

ヘルパー・﹃さん・︲ご写Ｒを娠

!｡25!Fて下さいご扱っ・て

もらＩったら﹁ありがとう

ございましＩｆｌ﹂りで河い

ます︒ポーズはお和いす

るけど︑腕を禰むのは癩

ｇがしんｒ﹂くな６からや

めときます︒

i4バンり中に入れとき．

ム．が無くなっ・たらカメラ

9

ます．それから・泉尾の・商

哨街にＩ︲１写ルンです﹂の

7校 潜りを買いＩに行きＩ求
2
す

当日・ 裕昭 皿一 一−一

一

A}︲i4.1
︲4jl g ︲％︲j4y

︲１袖に飛行場に行ってイ

ｉ､●､●１

｜㎜￨

｡?

薦●ふ●,･.ヂ1,1恵●i･●

i'.●:,●1祷･i･噂･,●,尹i1

゛.夕

し

− −
i､●､･;.7｀

町●

ふ縛!,●.尹

lELU眼5bb5XJtj61
西1TII17‑IEj
大正区三
ｉ５５１‑{}{}ﾛ１大
代表／池田直樹
･貫一発行・tl歯ｌｌ法人ワークスニz二ｊン

一特集−￣｀
グjレープホーム
支援を考える

■−

ユニオン
?叫{年4□発行}
弟jl

狗だと考えます︒

いを吋︒えることができる建

できたり︑談笑できる場に

で利用者さんが気ｇに相談

じます︒そこで︒︲９附の梱・ｆ

いがある方が多いように惑

ＩＳじていたい﹂ ｙ﹂・いう惣

肖と話をしたり︑人となり

したいけれど︑時には支採

地が怒い場所になるので

のＩラブルが盾えて．居心

﹁ＡＩ﹂んと他の利用者さん

ける件について．幟帥から

︲ｆ︲一．今回共有スベースを没

や︑行動をとってしまいま

手に敵意を感じさせる．石励

敏感で﹃無意認のうちに相

ークＧＨが良いのか﹃飴の

入居の希望を閲いた︒際︑パ

験がありまず︒そこで︒ＧＨ

瓶︲︲牙生丿１１︲１ を送られていた経

っ越しを峻・ね︑アパートで

いが原因となり︑幾度か引

は︑他者とのｇ．細な︒召い争・

β︲江でありたいと思います︒

ンリりＩ ︲の２カ剛にゲルー

改装し︑ソフ７−を隋き﹃刊

ｰ9︲.｣4｣9

想いを聞ぐための対ｇを昿

利用者ａ﹂んの痴きや． ロ匍に

ゾホーム ︲以下ＧＨ︸があり﹃

ｌ者さんのくつろぎ 我侭

︲ました．その想いは︑これま

ね﹃最終的に︲︲1パークＧＨが

︒詞人のスベー凭もＩ 八事に

利用者さんがそれぞれの改作

スベースとＧＨＳ︲哨所機能

で利用者さんの㈲でＩラブ

５ｙＪＡＩ

ユニオン︸では︑メソンーサ

l 0'4ljz '1
UK

Ｓ

ｉ

４ｊ４

建︒物がいいのかぶ﹄水入の

同時に入居されたＢさん

ら・しを諾っています︒近年︑

脊持たせた場所としました︒

ルが発生した際︑根本にあ

その含藤の婁には︑これま

ワークスユニオンの

利用者さんより一．ＣＨに入

最近は︒少しずつですが︑秤⁚

る困りごとに好日できず︑

グループホーム支援を考える

居Ｌたい一と・い・２一−ズが

では︑新しくパークハイ

町＆さんの・良堂の滞在時間

での・入生や毘︲身生活の厚遊

l a下・

;︲兄八年こ

ツに・間設した・ＧＨ︵以Ｆパ

表面的な｀口吻や抒勁のみに

でもある夕子ムケアで輔９

ワー4XM｡9｡t;x

︲︲5｡ Qr7X

が嵯﹂︒ぴでいたり︑些細・なこ

ア．ブローチし︑根本解決で

QI.:i1｡￥:&g

z; ＆41

ーケＧとは﹃利附者さんの

とでもその場で相談できる

i

︱植に３︲刀所目となる９⁚⁚⁚

どのような・想いを叶えるこ

９６ａ

を追加し！した︒

した﹁寂しさ﹂・や﹁ぷ・安な気

i:EEsa･.Q￥4

摺を展開し︑メソンでもサ

ぞれの想いに寄りｉっ・た支

4 S︲1y

く印樅に残りま ︲ざ３

ようにｓじ﹃支援岩間で強

きていなかりたことがぼ囚

パーーークハイツーのロケーショ

この﹁支援者のと・まどい﹂

1 ︲ 暦一壇ができはじめましＩ町

随み慣れた地域で︑利田老︲

ンけでワンループタイプの

を受けてよＩ﹄れＩｉでの支援

とが吋能なのでし ! C 4

さんがａ⁚らし純けることが

個室と支援者の兇守り体制

を振り返り．その人に寄り

｢!ニオン流の・生活支援は︑

できるよう︑利ｌ者さんに

の陳保が可能な３ＬＤＫの

持ち﹂が素直に現れている

ｅｉｔ
︲ＩＦｉＱｓ．ｊ

だと惑じます．

合わせて支援を組み立てる

添う支援をど﹄？展開するの
ｌ

食常雄居室があります︒

ｌ

ことが特色だと考えていま

ｇ

ンリッーｒでもない︑パーーク

･･４

となりましたＪ﹂のきっか・

Ｇ．Ｈらしさとは何かを追︒求

ｉ

5iFzEQ￥9￥S

け・を一だ．に﹃支援肖は﹃利ｌ︲暫

しながら︑利用者さんに﹁ず

g!j︲QI:E:!
gtl
!l

して︑メソンは111Ｉヘ瞥らし

のため︑利用抒さんの暮ら

さんの行動や・言動を細かく

？ｙ﹂胞み続けたいjAJIF

l

は寂しいご︒人や一二Ｉペで一

しμを検討し﹃どのように

観察・考察・し︑課一一の根︲￡Ｅ︲を

す︒公一オンＧ日の特炭と

絹にＩ″″⁚らしたり﹂︲ｙ﹂いう利

運営していくべきか検討し

てもらえるようＩなＩ．壇をｌ

4j4 ｡︲9
r'

１６日さんの想いを・叶える建

捉え︑スム −ズに解決でき

と思います︒

0=ll︸

扮して︑支援を展開したい

人・辺・・さ・れ・たＡさん＝は．他 者さんの想いに寄り眼える

るよう戈キルを磨き．利用

ていかねばなりません︒

izZ914j ｡J24a｡4JJy

パークＧＨに入居された

物﹃サンリットは﹁集団は苦
手︒︒入部坦で自分らしい
剱︲︲︲りＩＩＱ︲がＩしたいごという想

Ｃ

支猫背吸団を設か︑後援勁

年﹃脱法人前身の地域生活

き山川宗計氏の下︑甲吸九

ユー オン創設者の今は亡

後接台新年台閣気あいあいに
厳寒の合間となっ｀ｔ川
スト日︒ＫＫＲホーァ刄で恒
例の陵扱会・新年２が開藍ｉ﹂
れ・啄しＩＱ

開始し．ｙ成︲ ︱︲︲二￥に法人

発足︒蔀彙活動を始めｉ業

いで已くなられたほ護者︑
格を取得し今日に至ってい

開会に先をち︒昨年︑相次

利川片に哀悼の︒息を捧げま

λｙ貪

Ｉ−−−−−−−−−−−−

Ｊ
｡￨ノｙび・ハＭ
−−−−−−−−−−− −−−

．

２刻に教Ｍｔほ⁚隋咲で．講師を招き︑発璋阿当について

Ｓ９障害について知識０ある栽⁚ｎが主になり勉

学びまし・だ．．昨年度．グルーーブーボ・ＩムメソＸＭ２︲︲ｘ５
￥Ｑ

強穴を行い！し尽一一ｔ体でＩ11りそ４いった研修を行

・どは初めてでしたが︒どん

な研修にしたいのかを囮ち︒

Ｓ︲Ｓの抜けや︑資

職Ｒで時間をかけて違めて

きまし４ｒ

料確認時の￡一・たつきなどの

課題はあ・りましたが︒予定

時同内に底める事ができ八

内容も一別が良く︑総合的

意味のある研郷を行っ・で行

今後・も日々９・支桟に繋がる︷

には成功だったと甦います︒

い支柵だと評価をいただき︑

い．︲各現冴での・支援について考えられる機会になるよう

11tl l !:".︲6KI

赴隋しました．

企lt'

潤一︲Ｓ安心しました︒

きたいと考えます二横田︸

一以下佃ごとメソン靫鯛が
行いました．両事業所の職

４Ｍφ一季一４１Ｍ一・幸一一考Ｉ４１一一曝ＩＩ

まＩｆｔ

ンが開いて勇11な大阪城を

員拿儡で睨鯛を持ち．．限晦

ｒ﹈｀︲１乾杯時にはスクリー

眺望でき﹃歓声があがりま

に臨み啄した．

なり・ましたが︒飲食を比に

ぎない支徊︒籾子熊に︒加齢︒

である︒生涯仁ほる︑揺る

一一のねμは．発達障害の

ワークス翔の樫原みゆき

持ち︒帰り︑支援に生かせる

学べでよかりたご﹁現場に

﹁︲︲︲６ との差がほとんどＩ忿

出⁝喝し︑ｌ︲ＳＳ＆ｊ

大会﹄のポウリングの郎に

え︶㈱ぶＩどつなぐえひめ

障︲召＆スボ１︲ツ大会︵愛

シーョンは八翔・ｙ﹂メソーンで支

内容だった︒﹂な︒ど学びにな

かっＩ９一次は大差で隋勝し

じた︒具体的なｉ揖方法が

に同峡ざれ・ペ哨一ｎ回粂国

さんが︑昨年ｍ笞陥７・30日
支援につ．いても︑嘔例をあ
げながら説明していただき
まし・・ｑ

援事例の價り縮みや支援の

た．いｒこと意気込みを必一っ

ボウリンヴ準優勝1

４Ｃ Ｓ２︲Ｃ

悩 みを投げかけて．アドバ

ったという感想が多くきＩか

てくれましＩ仔．一 川ロ一

れていまし﹄ミ

研一を職肖でｉ画ずるこ・

︲ｘ︲
Ｍ ４'ｓＱ' １４１１︲４ｒｂＪＱ
喫︲り組みも利川者ｒｎ一体の良．

跨上さん ｙ﹂のディスカリ

には﹃﹁発達暗⁚吉の特性に応・

Ｕの構造から特性︑適切な

研修限の職員アンケート

Ｌ︲ぞ好 ｰだりた料哩を味

害者支援センターエル ムお

=ｌｌ．にはＩ．11︲1 大阪市発達障

れたｙ・︱ムに︒⁚ ７毫した

おさか．︼所反の作・Ｌ︲﹂芳子ａ﹂

わいながら︑毅員が企︒︻11︼さ

後︑お待ちかねの全Ｑに１

しての複いは︒甲帑とμひ

によるｌ旭の変化心ある巾﹃

発達．障・害につい．ての域礎

んにお越し．頂きました．

たが︑仙何でしたか？︒

を月度しな︒がら哨・陥しＩＩし

り品はｉ．たった人の笑邨

︲︲段と盛りＩ１１︲ぷりました︒

たるくじ引き抽選に会瑚も

？︱クスうＩオンの理念

と昧逍一一和やかな雰囲気で﹃

ｉ繋が円滑に速訟⁚できるよ

大阪９本締めで閉会と

一日と深淵者の交流︑政一

うにパーックプッヅをよろし

︵後援会会長︲１１︲へ丙美代ｚｌ．一

くお咄い致します︒

ができる絶好の一会です︒
楽 ︲１．ｙ︲一杯の新叫会にご
参加︑ほ方も是非どうぞｌｊ

● ･i･鬘,･･φ・

SSrll●1奮考4

讐や●s

一
一一
一
一一
一⇒

一
一一
一一−
‑

一
−一
一一
‑

･.3L･

ユニオン
第42弓(年4回発行)

｜

窓際おじさん
のつぶやき

ｉ︲１６Ｑ
．

っでしまうこともあ・る︒

・２・リい無から自分一は哨にな

夕・ご飯︒疲れ・たからお一咄り﹂

疲れたｎの妻は︑﹁今日の

こＩ ﹄もある︒

り﹃こ人と・も疲れてＩしまう

時には︑予入れに手間取

さない・ように心がけている︒

ように妻と二人で花を・絶や

が︒通行する入︒が楽しめる

ネコの頷ばどの庭なのだ

摯花や植木の手入れ︒

休日の我︒が家の日原は︑

男・刀している︒

ＱｒｇＭ９ ９ｉ'ｙｊ

伺が食ぺたいか恚・に聞きそ

目には食事作りを心がけ︒

のたか︒我が家でも一可能な

一度は食事ｔＪ．番の日がある

私にはユ一一オンでも打に

0
ぷ｀のためＩに努︲りして良蚕

11.JEj:

・FRI

９ ︲ｒ

作りを心がけでいる私なの ｀
だが﹃そんな遡の態度をｕ汽・
︲少し陶．がＩ 乙でしま１｀一
ると

人の気持は不思議︲なもの″゛
で﹃相手が○分のこＩとを忠．・
って精．杯鳩力してけなっい
にいい口口言

ると﹃行なりてくれるＩ﹄と
があたりまえとなり・てしま心
い﹃迦にいつ・・も通り行なっ
てもらえなかった時には﹃．″綱封

iS

１

｀︸

ＩＩりー−−−−−−−−Ｌ

a.l hug

！！｀﹄

１Ｉ・・・Ｉ: lk7
.1.1︲̲S
１

Iii

八□牡討Ｈぐ一首﹂

鼻にＩもはまってlsa"42̲l︲｢yS
49 .u"￥44j

ａ

︲ｌ︲

゛作る・方は不得心な払は︒素

一 る▼食べ︒る方は得意だけど︒

.13j･味が再現できる﹂と世

１１Ｓ

︲Ｆ ４Ｋ ｒ Ｑｙの本があれば；

″″

ご活人さんから洲いた泰が有

１ ・

．
１

址非教えてあげてください乙
ａしＩ

一・

みた▼食べる乍が好きＩ食
叫
ぺ歩きに行くｌｆ段々と好き

？生時哨︒ボランティア︒ 朴に﹁どうして﹂と喝いて

︲︲−−

が後に福祉の吐邨を考える

Ｓ４１１
Ｑ
ｚ ｌｊ．４ＱｖＱ４︒Ｓ]& と食

で学匯保きを体験したこと

きっかけとなり︑障４

福⁚一隻入所施設︶︑高齢・罰⁚ ぺる種類が増える←Ｍ采舌

⁚繋の足

に公りた鴎にはしっかりと・︒ 物を食べた で終わってし

日が浅い自分の名前︒を︒次ＱＩ︲き風を試みたが﹁好きな

る方と関わるなかで︒まだ｀ 一︒瓦に近︒つＩきたいと思い食ぺ

短期入所を利川されてい︒・ごＩ日々分析▼その⁚

︲1;:1︲ 咄艇を経てユニオンに入猟に″がＥえてＩきたからかも︒と

i311 Q大

＆９すが︑それまでも19

﹁どうしてしてくれないのカ ユニオンに人毅してまだ１
ｅ

＆＆ｉ７ａｉｊ．￥１Ｓ１２ｔ４

ｗ ︲﹂￥ｉ４｡Ｊ４︲ｌｉ４１２
でＪｓｆ

しかし﹃そう感じる こと⁝Q r.4Jt4r

虻えてくれていたことが植 一まい次の域には 達しない▼

しペー﹂れから多く・の・利Ｅ

４Ｗｇｌｊ;ｉｉ．１刄はないかと︑

い 瓢に就ａ﹂ましたが﹃自ら喬

白休が聞迪いなのだろうと¨″竿を卒業後ブ1:7ゲーフマーの
も思う．

g4 !
i!
'z
!!
'
!EJ
' !j

ｚｉ! ￥９ａｌ!￥ｇ１１Ｚ;Ｅ４

者︱﹂んを知コーいきたいぶ¨探りを入れようとしていた

︒

i41vQI'i'Jiitl;;1
︲4
g'
S￥︲j

と炳しＭｖ４ｌｔ︲３４ｙ

１１ く申で出てきた﹁障がいの

４﹂．６Ｓ９￥再び福趾の

相Ｉが阿ｌ者の場俘は︑． ある方の託勁参︲即とはりＩｉ﹂
ｇ

穏やかな印硯とはまた違い︒心・この附を去られた▼前日は

｢ｉ６ＱＳｔ４ＪＩＪｉｂＱ'ｊ

とも仕嘔の内﹂と剛り切れ⁚ 阻ＷへＵを向けさせましへ

Qi−
i￥4QＩ
ajlＩ

9一
J−
･受け入

笑りていたのに余りにも急

食堂で他愛もないａをして

大型バイクを運転し・て色ヤ ⁚

9

一・つからず

⁚︲り触れたｉｌ

： れがたい７お別れのＩ阿︒葉が

″

︒ ・にな・ってＩしまいます が︒ご

2.9

るのだが︑拍乎が親しい人.: W･sp=2ている匈関人

一・

なと．ころを走ること・が好き・・
eないかではない．やりてみ

114:991F{Ji
湾岸鉛を走ると４︲!｡１ｇＱＳ

a z

や同原Ｄ馬｀⁚は﹃なかなか大所事・Ｉでは・︑﹁できるかでき
SJSI J︲a.
4lS
s!
j1

︲．⁝
４Ｕ４ｊ＆大切 一とＩいう思い

邑が特にお＝気に入りだそう¨

私もきめて︑いつで９Ｓ

に対してでも﹁相￡︲の気持いで目々噌り組み．利用奢さ

です・︒

1i3'iz'ii!a
i!;ll福をお折⁚り致します︷旦

ljl iiQS l
il
6S
eISi9
'.んり可能性が花幽くＩｙ﹂き︑
ｙ
える．
心｀大きな容びを感じています．
あ・り・たいと

･●●

:I
｜･1

ユニオン
弛/12徊(郡司口)発?刊

