
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸手から幸へみんなの力でさらに参加型福祉をひろげよう
生活リハビリクラブ戸手は、１９９０年１１月に開所し、今

年で２５周年を迎えました。これまで高齢者福祉だ

けではなく、戸手を拠点とした組合員活動や講演会

の開催、また、子育てフリースペース「はぴふるひろ

ば」の活動など地域福祉を広げてきました。１１月から

は、南幸町へ事業所を移転し、「生活リハビリクラブ

幸」となります。 

設立２５周年の今年は、「みんなの力で＜しあわせ＝

幸＞のＷ発信」をテーマに組合員を含め地域に住む

人たちが自分たちの参加で、地域福祉を豊かにする

活動を進めています。夏の「戸手まつり」や今回の 

２５周年記念行事を通して、私たちの活動を知っても

らうことで、地域の中に生活クラブの福祉施設があ

ることの利点をアピールし、参加型福祉への理解を

深めてきました。 

「身の回りのこと、暮らし、生きることを一緒に考え

る仲間を増やしていきたい。」これからも地域に寄り

添い、幸区・川崎区・中原区の近隣コモンズが手を取

り、私たち組合員やおおぜいの人の想いをつなげ

て、たすけあいの輪をひろげます。 

これからも参加型福祉の拠点として発展させてい

きたいと思います。 
 

生活リハビリクラブ幸運営会議 代表  石井美夜子 
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＊ワーカーズ・コレクティブ(Ｗ.Cｏ)とは ：地域に暮らす人たちが、生活者の視点から地域に必要な｢もの｣や｢サービス｣を

市民事業として事業化し、自分たちで出資し、経営し、労働を担う新しい働き方の組織をいいます。神奈川では現在約 200

団体が活動しています。 

＊事業所の移転とともに「生活リハビリクラブ戸手だより」が「生活リハビリクラブ幸だより」になりました。今回が第 1 号 

となります。 

生活クラブ生協の介護保険事業所 

新しい送迎車です。 新しい拠点です。 



 

生活リハビリクラブ戸手の歩み、そして幸へ 
 

１９８５年、来たるべき高齢化社会に向けて、生活クラ

ブ組合員が中心となり、第１号の「家事・介護ワーカ

ーズ・コレクティブ（W.Co）」が横浜に誕生しました。

W.Co は、日常の生活を通して培ってきた技術・文化

をもとに、必要な人々に対してたすけあいのサービ

スを行ない、働く人が出資・労働・経営する民主的な

組織として、自らが住む地域の課題を自らが解決す

る「参加型福祉」をすすめ、それまでの雇用労働で

はない新しい働き方を社会に提示しました。 
 

こうした活動を技術的に高め、より高度なサービス

を行なう試みとしてデイサービスセンター「生活リ

ハビリクラブ」が生まれました。第１号は１９８７年の麻

生、第２号として戸手が誕生したのは、１９９０年１１月

のことでした。「生活リハビリ」と言う名称は、「生活

することそのものがリハビリ」と提唱した三好春樹

さんの考え方に共感し名づけたものです。 
 

戸手デポーが閉所したことを契機に、この場所をデ

イサービスにするという理由には地域の特殊性も

ありました。川崎市内で高齢化の進んだ幸区では、

幸病院をはじめとする様々なサービスや活動が連

携しながら活発に行なわれており、それらを学びな

がらそのネットワークをさらに強化・発展させていく

一つの力になりたいとの思いがありました。単発の

サービスで終らさずに、生活者の視点から、誰もが

生き活きと暮せる地域コミュニティ創出の一端を担

うことができればという志のもとに出発したのでし

た。 

 

２５年の間には、おおぜいの組合員をはじめ幸病院

の杉山先生（現・川崎幸クリニック院長）や地域の

方々、また他の地域の皆さんにも多大なご支援をい

ただき、１９９６年にはそれまでの実績が認められ、生

活協同組合としては初めて川崎市からＤ型委託を受

けることができました。業務は、当初の少数のスタッ

フから１９９３年に設立したW.Coあやとりが担い、この

地域になくてはならないデイサービスに成長してき

ました。神奈川だけではなく他県からの研修や見学

の依頼も多くあり、文字通り｢参加型福祉の拠点とし

てのデイサービス｣のお手本となりました。現在では

生活クラブだけでも、麻生、戸手に続き葉山、鴨居、

茅ヶ崎、橋本の６ヶ所に広がり、生活クラブ運動グル

ープではさらに多くのデイサービスや家事介護の

W.Coが地域の福祉を担っています。２０００年４月から

介護保険が施行され、ケアプラン作成の事業も開始

しました。２００２年４月、W.Co あやとりから W.Co メロ

ディーが業務を引き継ぎ、ヘルパー派遣の事業も始

めました。その後、度重なる介護保険の改正に対応

し、開所日数の拡大や開所時間の延長に取り組み、

今日に至っています。 
 

そして、施設の老朽化や事業の限界性等の課題を

克服するため、数年にわたる討議を経て、２０１５年１１

月に戸手より南幸町に移転し、「生活リハビリクラブ

幸」として、再出発することとなりました。２５周年に

あたり、多くの皆様からメッセージをいただき、その

歩みを振り返り、今まで「生活リハビリクラブ戸手」

が果たしてきた役割の大きさを改めて感じています。

私たちの試みは、措置型で行なわれてきた「公的福

祉」から、アマチュアである組合員・市民の福祉活動

への参加の道を拓いてきました。そして「請負型」か

らおおぜいの「参加型」に転換し、公的福祉への牽

制力を高め、コミュニティの喪失が問題視される現

代社会において、協同することの価値を高めてきた

と自負しています。 
 

介護保険が施行されて１５年が経過し、財源を含む

公的制度の限界性が明らかな中、「非営利・協同」の

力が問われています。今後ますます、様々な関係機

関や地域との連携を密

にし、原点である「地域

のたすけあい」を豊か

にしていくための活動

をすすめていきたいと

思っています。 

 

  



 

二つの拠点の強みを活かして、 

市民主体の参加型による更なる地域づくりに期待します。 

生活クラブでは、現在第１０次中期計画（２０１６年～２

０２０年）を策定中です。策定の柱は組織政策の転換

と福祉政策の発展です。生活クラブは組合員・市民

のニーズに基づき人任せにせず、自らが当事者に

なって問題解決を図って行こうと「運動と事業」を

両輪として様々な分野の事業化を図ってきました。

その事業の担い手の殆んどは、組合員とワーカー

ズ・コレクティブです。 

グローバリゼーションが進行し、人口減少・少子高齢

化社会へ突入する中で、個人で未来を見通すこと

が益々困難な状況になっています。貧困・格差・孤立

が広がる厳しい時代だからこそ、市場経済や政治

だけに委ねる生き方はしたくないと考える人は、安

保法制が国会で強引に可決していくプロセスに納

得いかず、民意の声を挙げたおおせいの人々行動

からも力強さと新しいうねりを感じます。 

地域から社会の矛盾を変えていく事。理屈だけでは

物事が進まないことに対して、一人ひとりの行動力

を束ねて行くことが必要と感じています。地域を見

ていま必要な事を二つの拠点の強みを活かして活

動に共感する仲間づくりをすすめて下さい。今まで

の 25 年これからの未来に向けて幸区による新たな

モデルづくりに期待します。

 

 

 

 

地域に根差した参加型福祉拠点生活リハビリクラブ

戸手が誕生して25年、力強く切り開いてきた人たち

（W.Co）への感謝を。これまでリハビリに関わった全

ての方々に感謝申し上げます。設立 25 周年おめで

とうございます。1990 年 11 月、より多くの人たちが

地域福祉に関心を持ち、参加体験できるように、自

宅や地域で生活し続けていくことを可能にする仕

組みをトータルにつくりだし、生活クラブ生協が運

営するデイサービスを開設し、25 年が経ちました。

高齢化社会から高齢、そして超高齢化社会への足取

りのとても早いこと。班別予約共同購入で培ってき

た「お互いさま」をちょっと地域に広げて「たすけあ

いのワーカーズづくり」を行ってきました。この間、

通所事業（デイサービス）、訪問介護事業（ホームヘ

ルプ）、居宅介護事業（ケアプラン作成）に始まり、デ

イ延長サービス、緊急時の泊り対応、産前産後家庭

支援、高齢出産、育児の悩みを抱えた母親のほっと

する居場所づくり、人のつながりをつくる空間づく

り等さまざまな事業を展開してきました。これらは

たくさんの思いが詰まった W.Coメロディ－の勇気と

パワーです。これからも地域課題に向き合い、参加

型福祉の拠点として、果敢にチャレンジすることを

期待します。

   かわさき生活クラブ 理事長 大久保明美 

   

生活クラブ協同組合神奈川 理事長 五十嵐仁美 
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リハビリクラブ 25周年おめでとうございます。 

いつも幸コモンズの活動へのご協力ありがとうございます。また、リハ

ビリクラブ戸手における幅広い福祉活動は同じ幸区に暮らす組合員とし

て大変心強く、重ねて御礼を申し上げます。 

これまでに経験のないスピードで少子高齢化が進み「お互い様のたす

けあい」が更に重要性を増していく中、幸コモンズも参加型福祉のコミ

ュニティづくりを目指し活動していきたいと考えておりますので、一層

の御理解とお力添えをよろしくお願いいたします。 

結びに、新たな拠点「リハビリクラブ幸」でも、いくつになっても住み慣

れたまちで心豊かに住みくらせるように、との理念を大切に、更なる発

展を遂げられますことを心からお祈り申し上げます。 

幸コモンズ 運営委員長 野村美湖 

「生活リハビリクラブ戸手 25周年おめでとうございます。 

戸手は大通りに面していて、おしゃれな建物が素敵なところだと感じま

した。 

リハビリクラブの名前の意味を知り、これからの生き方をもっと前向きに

考えられるようになりました。「自分にできることは何だろう」と思いま

した。そして、生活クラブの活動に少しでも参加していき、視野を広げて

いきたいと思いました。 

南幸町への移転で、駅からのアクセスが良くなり、お祭りなどの参加も呼

びかけやすくなります。 

これからも、「心も体も温まる」そんな場所にしていくために、参加型福

祉活動をしていきたいと思います。 

            かわさきコモンズ 運営委員会  

25周年おめでとうございます。 

25年も前からリハビリクラブ戸手が開設されていて、今では当たり前の

ようにデイサービスの送迎車を目にしますが、その当時では先駆けだっ

たのではないでしょうか。そのサービスは今後も必要なものであり、今

以上に重視される業種だと思います。 

先日、メロディーとの交流会に参加しました。消費材をその場で調理し

て温かい食事を提供していることを知りました。その心のこもったサー

ビスを受けられるエリアの方が羨ましいです。 

今後はエリアを拡大して頂き、中原コモンズでも利用できるようにして

欲しいと思います。 

維持し続ける事は大変な事だと思いますが新しい拠点で地元のほっと

ステーションになって下さい。 

中原コモンズ 運営委員会 
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利用者ご家族か

らのメッセージ 
開設２５周年おめでとうございます。母がお世話

になり２年が過ぎました。母は何をしてきたのか

行った事も覚えていないのですがとても楽しか

った様子で帰宅してからも鼻歌を歌ってご機嫌

でいます。月曜と金曜に通ってますが楽しみにし

ているので違う日でも時々早くから起きて支度

をしてたりします。この２年間体調不良で休む事

もなく変わらず元気に過ごせているのは皆様の

温かい思いが母に残っているのだと思います。

私は仕事に出てしまうので見送りも出迎えも出

来ずにいますが職員の皆様が家族の様に対応し

て下さる事に心より感謝しております。介護保険

制度が改正され厳しくなるばかりですが、いつま

でも温かい思いで私たちをご支援下さい。 

海沼富美子さん 

 

生活リハビリクラブ戸手 開設２５周年おめでと

うございます。 

介護保険制度が始まる１０年も前から、参加型福

祉の拠点として地域に根ざした活動されてきた

事は、本当にすばらしい事だと感じています。南

幸町に移転されてからも更なるご活躍を期待し

ています。 

W.Co ぱんじぃは２０００年に誕生し、１５年経ったと

感慨深く思っておりましたが、生活リハビリクラ

ブ戸手の皆さんの活動に比べたらまだまだこ

れから…。 

今後も先輩の背中を追いかけ追いついていけ

るよう頑張りたいと思っています。 

参加型福祉がますます地域で広がるよう、連携

できるといいですね。 

 

ＮＰＯ法人ワーカーズ･コレクティブぱんじぃ 

理事長 本間久美子 

 

生活リハビリクラブ戸手 開設２５周年おめで

とうございます 

生活リハビリクラブ戸手は、初期には福祉クラ

ブ生協幸 W.Co「あやとり」が運営に関わってい

ました。その後、W.Co メロディーが生まれ、２００

２年介護保険の通所事業を引き継ぐこととなり

ました。幸区に生まれた参加型福祉の芽は大き

く成長し、拠点としての役割は今後いっそう重

要です。市民参加型の輪、たすけあいの仕組を

広げる為にも、地域のW.Coとしてお互いに協力

して行きましょう。 

W.Co メロディー生活リハビリクラブ戸手～生活

リハビリクラブ幸の更なる発展をお祈りし、お

祝いの言葉といたします。  

 

 幸家事介護ワーカーズ・コレクティブあやとり 

           理事長 松﨑とし子 

 

生活リハビリクラブ戸手 開設２５周年おめでと

うございます。 

川崎において、地域でお互いにたすけあう福祉

を目指した先駆けとなり、デイサービス・訪問介

護･子育て支援などの活動は、私達まりんにとっ

ては、常に、事業のお手本であり、目標でもあり

ます。 

まりんのメンバーが、戸手にて研修をし、資格取

得のため、仕事をさせて頂き、介護福祉士など、

資格を取ることもできました。これからも参加型

福祉を拡げる仲間としてよろしくお願いいたし

ます。 

今日までの多彩な経験を生かし非営利協同の精

神で、これからも地域社会の新たなニーズにこ

たえ、さらなる生活リハビリクラブ戸手の発展を

お祈りし、お祝い申し上げます。 
 

ＮＰＯ法人ワーカーズ･コレクティブ 

たすけあいまりん 理事長 荻原俊子 
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３０年前生活クラブに加入して、近隣に班が無く

最初に共同購入したのが戸手デポーでした。 

その後 1 年もたたないうちにデポーは閉鎖とな

り、班を形成し準備支部委員活動を始め、毎日毎

日拡大あるのみでした。支部結成から支部委員

長を引き受けた途端、デポーの跡地を活用して

デイサービスを創るという提案がされました。と

同時に福祉クラブの導入、代理人運動（議員を生

み出す）、三つ巴の活動が降りかかり、毎日がす

すめていくための会議を中心とした合意づくり

に費やされました。 

もちろん、１０００人以上にした幸支部の拡大・利用

結集をはじめとする運営を行いながら、三つの

大きな提案を咀嚼し自分自身の合意にしていく

までの過程は並大抵の事ではありませんでした。 

まだ 30 代で、その当時は当事者として福祉を考

える力もなく、しかし来たるべき高齢社会に向け

て今から準備しておく必要性を問われれば、NO

とは言えず１９９０年１１月に「生活リハビリクラブ戸

手」がオープンしたのです。 

まさか！十数年後に戸手の W.Co として働くこと

になるとは夢にも思わず・・・。 

生活クラブ運動は、常に社会の姿を捉え実践を

伴う対案を提示し、実践していくことに価値があ

ると思います。 

あれから２５年、戸手から幸に移転し大きな節目

の瞬間を、今は委託 W.Co の理事長として立ち会

えることに深い縁を感じています。 

今後もメロディー総体で豊かなまちづくりを目指

して邁進していきます。 

ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブ メロディー 

理事長 木村満里子 

 

生活クラブの組合員活動に関わっていた時、W.Co

メロディー設立の際に声をかけてもらったのが、

契機となりました。高齢者福祉の現場を知ること

で、それまでの一主婦には思いもよらなかった超

少子高齢社会の日本が直面する介護・貧困・ダブ

ルケア等の課題を知ることができました。生活リ

ハビリクラブ幸で働く私たち一人ひとりは、どこ

にでもいる近所のオバサンですが、「参加型福

祉」とは、そんなオバサンたちでも、みんなで集ま

って力を合わせ知恵を絞れば、地域やひいては

将来の自分たちの役に立てることではないかと

考えています。これからも私たちらしく、明るく賑

やかに、頑張っていきます。 

生活リハビリクラブ幸 施設長 福岡洋子 

 

祝 25 周年  

メッセージ 



 

初めまして。生活リハビリクラブ幸です！

生活リハビリクラブ幸は、ＪＲ川崎駅からも程近いハッピーロード商店街に面して

います。マンションの１Ｆに、厨房やお風呂場を備えたデイサービスと、ケアプラ

ン作成やヘルパー派遣を含めた事務所、組合員も利用できる会議室（１０人程度）

があります。デイサービスは小規模事業所だった戸手よりも広くなり、最大２０名

の利用者の方を受け入れられるようになりました。 

私たちは地域に開かれた事業所として、いつでも生活クラブ組合員のみなさんをは

じめ地域の方々をお待ちしています。利用者の方とおしゃべりするだけでもボラン

ティアになります。近くに用事があった時、ちょっと時間が空いた時、新しいデイ

はどんなとこ?と思ったら、ぜひ遊びにきてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活リハビリクラブ幸フロア図 

 

 ※川崎駅徒歩 10分 

 〈相談室〉 
〈会議室〉 

いつでも 

見学できますよ！♡ 

お気軽にご連絡 

くださいね♪ 



事業内容 

デイサービス 

（通所介護）事業 

介護や支援の必要な高齢者の方に、送迎つきで、昼食・入浴・趣味の活動等

を通じて、楽しく過ごしていただきます。（月～土） 

居宅介護支援事業 介護保険の申請代行やケアプランの作成、サービスの調整・手配をします。 

ホームヘルパー派遣 

（訪問介護）事業 

ホームヘルパーがご自宅を訪問し、食事・排泄などの家事や介護等の日常生

活の援助を行います. 

川崎市 

要介護者ヘルパー派遣事業 

介護保険の給付サービスだけでは生活が難しい高齢者のお宅をホームヘル

パーが訪問し、家事等の生活援助サービスを行います。 

(利用には申請が必要ですので詳しくはお問い合わせください) 

生活支援サービス事業 

（Ｗ.Cｏメロディー独自事業） 

手助けを必要とされている方にサービスを提供します。例えば、お年より・

障がいを持つ方・病弱な方のための付き添い、通院介助等。また、保育園の

送迎や産前産後のお手伝いの育児支援など。まずはご相談ください。 

＊介護保険など公的サービス以外 ＊川崎市産前産後支援ヘルパー派遣事業 

Tel＆fax 044-533-8308 

URL http://wco-melody.com/  e-mail wco-melody@guitar.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆デイサービススタッフ(月～土)  

時給 900 円以上  
介護スタッフ（未経験可） 

8：45～18：30 
看護師(年齢不問) 12：30～16：30 

送迎ドライバー   8：45～10：15 

                17：00～18：30 

             

◆ホームヘルパー（訪問介護） 
介護福祉士、ヘルパー2級、初任者研修修了者 

勤務時間は相談に応じます。 

◆ケアマネジャー（要資格）  
 

週１日の勤務からでも OK です。 

お気軽にお問い合わせください。 

＊Ｗ.Cｏメロディー ：参加型福祉の趣旨に賛同した地域の人々が、自主的にワーカーズ・コレクティブ メロディーを組織

し、日常のワークを担っています。 

「市民参加ですすめる 

福祉のまちづくり」 

１０：００～１２：００ 

場所：生活リハビリクラブ幸
さいわい

 

講師：中央大学法学部教授 

宮本太郎氏 
 

今年度は子ども子育て支援法や生活

困窮者自立支援法の施行、介護保険

の改正があり、社会保障制度が大きく

変わりました。先進国でも類をみないス

ピードで少子高齢化社会へ突き進む

日本で、これからどのように地域を作っ

ていく必要があるのか、その時に果た

すべき市民の役割や視点についてお

話しいただきます。 

問合せお申込みは 

生活リハビリクラブ幸まで 

TEL044-556-1122 

         FAX044-556-1121

や発汗機能が低下し、暑さやのどの渇き

を感じる力が落ちてくるため身体的に熱

中症にかかりやすくなります。 

本人が気づかないうちに体調を崩してし

まいます。 

トイレが近くなるからと、水分を取らな

い人が多い事も要因の一つだと言われ 

通所介護事業 管理者 大石美智恵 

スタッフ募集 

11/29 

(日)  

編集後記 
身についた習慣はなかなか変えられないもので、無意識

のうちに幸ではなく、戸手に到着ということになっちゃうかしら

と、今段ボールに囲まれつつ、心配しています。  （てつこ） 

mailto:wco-melody@guitar.ocn.ne.jp

