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機関紙ユニオン五十号によせて

早いもので︑ワークスユニオンの機関紙﹁ユニオン﹂
も今回の号で五十号となる︒今年の八月で法人設立二十

周年を迎える︒
開設当時は︑青年期・壮年期で元気いっぱいだった利

用者たちも年を重ね︑老年期を迎えた人も多く︑白髪の
利用者も増え︑それぞれの事業所も︑落ち着いた雰囲気

になってきており︑以前の活気は鳴りを潜めている︒

日中支援では︑設立当時三か所たった作業所を︑時代

の流れと共に変更し︑現在は就労継続支援Ｂ型事業所二

か所と生活介護事業所二か所にしている︒

就労継続支援Ｂ型事業所だけでなく︑生活介護事業所

でも︑﹁はたらくこと﹂にこだわりながら事業を展開し
ている︒

生活支援では︑七名から始めたグループホームの定員

はすでに四六名︒建物もメソンだけではなく︑ワンルー

ムマンションを使ってのグループホームも展開してい

る︒そこでの生活は︑﹁賄付きの自由で束縛のない一人

暮らし﹂︒今後も︑一人ひとりの利用者の思いを大切に︑

私たちらしく﹁こだわりを持った支援﹂を続けたい︒

生活支援のニーズは保護者の皆さんの高齢化にも伴

って増加しており︑将来的な展望も考えて︑運営体制を

﹁総務部﹂ ﹁日中支援部﹂ ﹁生活支援部﹂の三部門体制と
した︒

二十周年の式典は考えていないが︑この機に︑﹁日中

︵南石︶

支援﹂ ・ ﹁生活支援﹂の二十年の振り返りを︑それぞれの
部長に行ってもらう︒
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重ねています︒そのため︑ 日中支援の場は︑多くの

増えました︒平均年齢も 者さんも同じ年数の年齢を けています︒
50歳になります︒

も︑それまで取引があり︑

ワークスユニオンの利用 ゆっくりになったり︑体力 になる場所だと思います︒

日中支援を振．ｕ・・返る〜そレて︑ｚれから
働く
ワークスユニオンのことを

者さんは︑一般就労の経験 面や健康面にも配慮が必要 その場所で︑それぞれの思

以前よりは作業のペースが 時間を過ごす︑その人の核

企業就労の試みに幾度か失
よく理解していただいてい

がある方︑もしくは就労訓 になってきています︒

﹁なるべく小さな集団で﹂

敗した人たち またその途
る会社の一部を借りてのス

練を受けてきた方がほとん
どです︒

れ︑それぞれの楽しみを見 しく通える﹂ように︑努力

作業以外の活動を取り人 にかかわる職員は﹁毎日楽

いを達成するために︑支援

中で断念した人たち それ
タートでした︒
平成13年８月︑ワークス

でも なお企業で働きたい
と思う人たちのために
ユニオンの法人化に伴い︑

ますが︑些細なことが気に ７月に︑生活介護事業所﹁匠﹂

企業の中で働く力はあり つけてほしいと︑平成24年 をしています︒

企業の中に彼らの働く場を
障害福祉センターーから小規

なってしまって仕事が手に を︑平成25年３月に生活介 て︑これからも変わらない

プログラムや日課︑作業 きたいと思います︒

たらく﹂おもいに応えてい

これは︑これまで︑そし

数ケ所作りました
模通所授産施設﹁ワークス

つかないことがあったり︑護事業所﹁和﹂を立ち上げ ことです︒一人一人の﹁は

ワークスユニオンの創始

︵パンフレットより︶
和﹂﹁ワークス歩﹂﹁ワーークス

人間関係の調整が苦手な方 ました︒
が多くいます︒そのため日

私自身︑日中支援を考える

ットに掲載されています︒

るまで︑変わらずパンフレ

迎えました︒サービス種別

福祉は大きな変革の時代を

立支援法が施行され︑障害

18年10月︑創始者山川さん
の急逝と同時に︑障害者自

で定員40名のワークス集

成しています︒

よう︑なるべく小集団で構 変わらないこともあります︒さん︒以前に比べ腰が曲が

のストレスがかかりにくい 生活介護事業所になっても

それから時を経て︑平成

集﹂が発足しました︒

者の山川宗計さんが書いた
文章です︒ワークスユニオ

際に︑必ず振り返る文章で

も変わり︑現在は︑生活介

を二分化し︑新生﹁ワーク てお金を稼ぐことだけが

中支援事業所は︑人間関係 内容は変わっていますが︑︻これから・：︼

す︒そしてその思いは︑今

護事業所﹁和﹂︑﹁匠﹂︑就労

ス翔﹂がスタートしました︒目的ではありません︒その さんは︑毎日通うのがしん

ン立ち上げ時から現在に至

も変わらず︑ワークスユニ

継続支援Ｂ型事業所﹁ワー

これで︑日中支援の全事業 場に来ることで︑永らく共 どくなるのでしょうか？・も

くなりましたが︑毎日休ま

︻日中支援事業所の変遷︼

援Ｂ型事業所﹁ワークス翔﹂︑

﹁ワークス歩﹂︑就労継続支

となり︑トラブルも少なく の方など社会とのつながり

事業所も落ちついた雰囲気 感じること︑取引先や地域 難しくなったら⁝︒

所が定員20名となり︑どの に過ごす仲間とつながりを し日中事業所に通うことが

10年後︑80歳になったＡ

﹁はたらく﹂ことは︑決し ず事業所に通っています︒

平成25年10月に︑それま だわる﹂ということです︒

それは︑﹁はたらくことにこ り︑作業をする時間は少な

現在最高齢の70歳のＡ

オンに根付いています︒

クス集﹂︑その施設外就労の

平成10年４月︑障害福祉作

その施設外就労の﹁ワーク

なりました︒

を感じること︑白分かその 所として︑Ａさんをはじめ

その時も︑日中支援事業

業センターとして﹁ワー

ス輝﹂の６ケ所となりまし

場にきて役割を感じること それぞれの日中の﹁はたら

化して約20年︒当然︑利用 て﹁はたらく﹂意味を見つ きたいと思います︒︵坂田︶

ワークスユニオンが法人 ⁝︑それぞれが事業所にき く﹂ことについて考えてい

﹁はたらくことにこだわる﹂

クス田積︵現︑和︶﹂﹁ワー

日中事業所を利用してい

た︒

が開設しました︒パンフレ

る人数も13名から77名に

クストス︵現︑ワークス歩︶﹂

ットにあるように︑いずれ

現在︑パークハイツで暮

た︒よって︑﹃生活を守る

職員やヘルパーが援助しま

さまざまな自立の試みを

あるいは個人の余暇活動や

支えます 更にグループの

それぞれの生活を見守り

る職員が24時間３６５日

んでいます 最上階に控え

を持ち自由なくらしを楽し

ンションにそれぞれが個室

した 数戸の２ＬＤＫのマ

自立体験の場をつくりまし

集合型のグループホームと

のために 繁華な町の中に

生きてみたいと思い立つ人

それでも なお自分なりに

出しに 不安を持つ人たち

失敗した人たち その踏み

地域の自立生活の試みに

暮らす

ームで考える事です︒

する事と︑個々の支援をチ

の意思決定をチームで確認

ます︒支援者には︑その人

しんどさがあると考えてい

す側に立つと︑住み続ける

上手くいかない時は︑暮ら

良い場合はいいのですが︑

関わりだと︑互いに相性が

ます︒限定された支援者の

ルパー︶との関わりができ

な人︵職員・食事作り・ヘ

です︒暮らす方には︑色ん

き︑複数でサポートする事

は︑互いに一定の距離を置

提供しています︒この狙い

りは専属の方が建物ごとで

制を確保しました︒食事作

24時間サポートできる体

し規模を大きくした形で︑

マンションを借り上げ︑少

します︒当方では︑一般の

ます︒そのノウハウはパー

ームタイプの支援が始まり

生活を希望する方のワンル

邪魔をされず︑自分だけの

年︶ へ拠点を移し︑誰にも

サンリット難波西︵平成21

ました︒そこでアスクから︑

住み続ける事が難しくなり

や想いの違いから︑一緒に

で︑初めは良好でも︑相性

発生します︒毎日の暮らし

係が上手くいかない事象が

し︑ここで各部屋の人間関

近くまで広がります︒しか

トし︑ＧＨでの支援は30名

３月にアスク大正がスター

Ｈの希望があり︑平成16年

所を開設︒その後︑更にＧ

と移動支援をあわせた事業

平成15年４月に居宅介護

方へのサポートもはじめ︑

別に︑一人暮らしの希望の

を実施︒並行してＧＨとは

日はヘルパーとの外出活動

が埋もれているように想え︑

設では本人の想いや︑願い

本当にそうなのか︑逆に施

多い世界と感じていました︒

無理だ﹂と考える支援者が

重度だから︑入所施設しか

重い方や︑問題の多い方は

経験があります︒﹁障害の

ら︑私は入所施設で働いた

みを感じています︒なぜな

粘り強く支援し続けた︑重

人の想いと︑現実の困難に

がいいわ﹂と話します︒本

ます︒Ｂさんは今︑﹁パーク

も難しくなり︑現在に至り

安が増し︑アパート暮らし

制の限界も重り︑本人の不

の寂しさと︑当時の支援体

しかし︑実際の単独生活で

人で暮らす事となります︒

メソン近くのアパートで一

でも仲間との喧嘩があり︑

ンリットヘ移ります︒そこ

暮らしが上手くいかず︑サ

メンバーです︒メゾンでの

う取り組んでいきたいと考

るトータルな支援となるよ

ズに応えながら︑生涯に亘

ています︒それぞれのニー

中で提供し続けたいと考え

の人が望む暮らしを︑街の

も︑支援を受けながら︑そ

この先︑高齢期を迎えて

の利用も広げていきます︒

Ｈの前段階となる短期入所

保も考えています︒またＧ

その為のヘルパーさんの確

支援を活用していきます︒

の充実を目指し︑居宅介護

ツク等︶を今以上にＧＨで

薬見守り︑バイタルチェ

浴見守り︑介助︑薬塗布や服

に必要なケア的な支援︵入

ていきます︒その中で︑個々

があれば建物と体制を備え

ります︒まずはＧＨの希望

私達の役割はまだまだあ

﹁これから﹂

考えています︒

を護る﹄事が支援の本質と

その人の心にある﹃気持ち

︵ＧＨ︶とは︑自分の好き
なように︑街の中で暮らす

川

めます︒また大阪市ガイド

いう生存保障だけなく

す︒ ︵パンフレットより︶

︻それぞれの成り立ち一

クハイツ大正橋︵平成30年︶

訴えを我慢している方や︑

えています︒

らすＢさんは︑創設からの

︻一人ひとり違う暮らし一

メソンサンロイヤルの７名

と︑ルネッサンスＣＩＴＹ

問題行動として訴えている

ヘルパーー制度を活用し︑休

ことです︒一般的には建物

でスタートします︒合わせ

︵令和２年︶のＧＨへと活

ように当時は感じていまし

そもそもグループホーム

ごとで４〜５人で暮らし︑

て短期自立訓練として︑親

かされます︒

平成13年３月にＧＨは︑

世話人が食事・掃除・洗濯・

元から離れた体験の場も始

に
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と

金銭管理・相談等の業務を
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ワークスユニオン二十周年によせて
機関紙第13号でワークスユニオン十周年について︑それ
ぞれの想いを書いてもらった３名に︑今回は十周年の記事

パークハイツに住んで︑

ます︒

を振り返ってもらい︑新たな想いを書いて頂きました︒
＋年間の私〜今Ｑごと〜
新開富美子

十年たつけど︑利用者さん
が︑ふえて︑色々︑しんどい

一人で住んで︑休みの日
も︑毎日︑せんたくきも︑お

けど︑楽しいです︒

吉本 勲

ふろも︑といれも︑そうじも︑
うれしいです︒楽しいです︒

ケイタイは︑いつまで︑た 二十周年によせて
っても︑メールは︑できませ

てみたいと考えていたが︑

10年前に一人暮らしをし

仕事は︑ワークス輝です︒

今はメゾンをでてパークハ

ん︒

タオルおりや︑紙ぶくろの︑

イツに住んでる︒うん 割
と住みやすい︒
新しいＴＶやブルーレイ︑
新しいインテリア ラック
を買おうかなぁと！ニュー

うから匠の方がやりやすい︒
パソコン教室は︑最初は
辻さんと一緒に行っていた︒
結構楽しいとかおもしろい

グループホーム旅行は静岡ぺ
ら

の浜名湖へ行きます︒

編集後記

心を受けて二十年目を迎える︒

児島さん安田さんや山形心▼今年八月にワークスユニ
います︒

２０１０年代は印象ですＩ⁚初めの十年もここ十年もそ

というかぁ〜楽〜になって
おもしろくなった︒今はも

一のもある︒▼社会情勢の影

︒⁚が多く以前より使い辛いも

にだけが先走っており︑縛り

ヴなっているもの︑逆に制度

ぺ実態に合わせて使いやすく

に目まぐるしく変化している︒

ね︒色々ありました︒ふうせ六うだが 社会福祉の情勢も

いよです︒ワヽ︲︲クスユニオい

ユニオン20周年はいよ

です︒

クの東京へ行ったら開さいら

２０２０年はオリンピッ

で中止です︒

ふうせんバレーはコロナい

たね︒

んバレーと旅行も行きまし

う簡単︒山川さんに関して
２〜３回会ってる︒生きて
る時は余り興味なかった︒
印象はなかったが︑今は一
度会いたかった︒

ニ＋周年によせて
青野聖次郎
ルネッサンスシティ今里
引っ越しは３月１日からで
すね ・匠で音楽祭がありま

ン20周年おめでとう︒よろ

い響も受け︑支援者の働き方

パペーーパーレスと言われた時

代はどこに行ったのかと思

ごっ程︑書類作成に追われる

ユニットバスです︒せんた

一人暮らし楽しいですね︒

ンスシティヘ移動しました︒

正区から東成区のルネッサ

今の新生活はメソンの大

に号の﹁なぜを問う﹂を継続し

一かなければならない︒▼前

ぺ常に意識し︑考え︑伝えてい

ｔ︒て忘れてはならないことを

心中で︑人として︑支援者とし

した︒

く物も部屋で干します︒ピ

１︷て考える大切さを伝える中
１
心で︑利用者さんに楽しく充

いるよう︑権利と自己決定を

ックカメラでミニそうじき

銭湯は今里駅の三宝湯に

に尊重し︑支援し続けること

い実した生活を送ってもらえ

火よう日行きます︒うなぎ

いたいと思っている︒︵岩本︶

¨いが出来る支援者集団であり

今年は行きたいですね︒

パイです︒

をよろしく︒

しく︒

・

ミミ

検品を︑みんなとして︑がん
ばってます︒仕事は︑楽しい
です︒
休みの日は︑図書館に︑い
って︑絵本を読んで︑絵本を︑

ダンスは出来れば何回も

バランスの靴を買おうかなぁ︒

ウォーキングも︑してい

やりたい︒発表会の時は結

かりてきます︒安心します︒

ます︒万歩計も買って︑もく

構緊張する︒ダンスは結構

匠に戻った︒仕事の量が違

仕事もＬクラスに行って

まり興味なし〜︒

おもしろい︒キレイ会はあ

ひょうは︑一万歩です︒
前は︑お母さんとは︑なか
が︑わるかってけんかして
たけど︑今は︑よくなって︑
ときどき︑実家に帰ってい

'.'り
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