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Ⅳ. 地域交流事業部・
啓発事業部について

スキップ施設長
鈴木　典子

あかね工房施設長
霜島　亜矢

地域交流事業部のまとめ
県レベルで行っていた「やすらぎキャンプ」が参加

者が多くなり、各支部での対応となった時に、集まれ
る場を作るために地域交流事業部が設立された。こ
の時、地域交流事業部で行ったのがキャンプ的な雰
囲気を残したものとして「バーベキュー、地引き網、
みかん狩り」、文化的なものの発表という場として「と
きめきシンフォニー」という舞台の発表と作品展示
会を行っていた。この形式で何回か開催したが「キャ
ンプ的なもの」として行っていた事は天候に左右さ
れやすく、また参加人数が増え、全体で動くにはか
なり無理になってしまったので取りやめ、「ときめき
シンフォニー」による企画の一本にしぼった。
舞台での発表は主に、「コーラス」「劇」が、作品

展示では「書道」「絵画」「手芸品」が中心であった。
これらのものは作業所のプログラムのなかで行われ
ている事で、普段の活動の様子を発表するという場
になっていた。また、作業所だけにとどまらず、施設・
病院デイケアからの参加もあり、幅広い交流の場と
しての意義もあった。
しかし、「ときめきシンフォニー」も回を重ねるご

とに参加する団体も固定化し、行事があるので参加
しなければ、という義務的なものになりつつあった
事、また地域交流事業部スタッフが減少し、準備・
当日の進行がかなり負担になってきた。このため、
1997年度で舞台の発表、作品展示会を打ち切った。
打ち切った原因の一つとして、上記したスタッフ

への負担というものは大きかったと思われる。市内
の作業所だけでも現在50か所（97年度は46か所）
になり、連絡をするにも大変な事である。大きなイ
ベントを作業所という現場を抱えた職員が数少ない

スタッフで行い、続けていくことはとても難しいの
ではないだろうか。
以前は、作業所の数も少なく、色々な作業所が集

まらなければ行事が行い難いということが多かった
が、地域レベルで作業所の数も増え、全体で集まら
なければ、という事が少なくなってきたと思われる。
特に作品展示というものは各地域で頻繁に開催され
ている。
各地域、各作業所での力が備わってきたのも、良

い意味での、一つの要因となっていることは、確か
であろう。

啓発事業部のまとめ
啓発事業部では一般市民に「心の病」について身

近に考えてもらう機会を作りたいという所から出発
した。多くの人に身近な問題として感じてもらえる
ようにテーマも作業所の活動や精神障害者の置か
れている現状といったことよりも「子育て」「学校」
「思春期」などという社会的な問題まで含めたものを
テーマとした。
1993年度から5年間、この方向性で活動して

1998年度は5年間を振り返って、今後の方向性を考
えた。その中で出てきた話として、
1）各区でボランティア講座や講演会が開催され

ていて、市精連啓発事業部として各区を回って
講演会をする意味が不明瞭になってきた。

2）地域に重点を置いた活動で、一定の成果を収め
たし、それが、事業部として目指した方向性で
もあった。しかし、作業所数が40か所を超え
た中で、このような活動をしていくことが、市
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精連として見た場合、これでよいのか。
3）地域交流事業部と合流したものの事業部員が大

幅に減少し、今後の活動の見通しが立てにくい。
4）市精連として啓発的な活動は必要であると思

われ、今後も活動について事業部だけ決定で
きるのか。ということなどが話し合われた。

1999年5月の役員会で啓発・地域交流事業部の
役割は終わったのではないかということが話し合わ
れた。その話を事業部に持ち帰って話し合った結果、

1999年度は「活動のまとめ」を行い、事業部として
は1999年度で活動を終了する事を確認し、その後
の役員会で報告した。
啓発的な活動が必要と言う認識はあるが、市精

連として講演会やイベントを開催する、という形で
やってゆく時代は終わった。それぞれの地域で始
まっている活動に引き継がれることで、事業部の活
動は終了としたい。

（市精連　地域交流事業部・啓発事業部　活動報告書より）

地域交流事業部 啓発事業部
1991年度 ●地域交流スポーツ大会

日時：1991年 11月 28日（木）
場所：磯子スポーツセンター
参加：113

内容：卓球、バトミントン、ビーチバレー
（ソフトボールは雨天の為中止）

●第 1回みなと発ときめきシンフォニー
日時：1992年 2月 20日～ 23日
場所：吉野町市民プラザ
見学：＜展示＞述べ 330

〈舞台〉200名以上
内容：〈展示〉書道、絵画、手芸等

〈舞台〉9団体参加
コーラス、楽器演奏、劇等

＊バーベキュー大会も予定していたが雨天の為中止

1992年度 ●地引き網とバーベキュー大会
日時：1992年 11月 13日
場所：三浦海岸
参加：150

●第２回みなと発ときめきシンフォニー
日時：1992年 3月 17日～ 21日
場所：吉野町市民プラザ
見学：〈展示〉述べ 323

〈舞台〉200名以上
〈映画〉41

内容：〈展示〉書道、皮製品、木工品
〈舞台〉8団体参加

楽器演奏、朗読、踊り等
〈映画〉「日本、中国における精神保健の現状」

●シンポジュウム
「ノーマライゼーションと
 これからの地域作業所」

日時：1992年 12月 12日
場所：パシフィコ横浜

＊精作連連携事業であった。

1．活動年表
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地域交流事業部 啓発事業部
1993年度 ●第 3回みなと発ときめきシンフォニー

日時：1994年 1月 28日～ 29日
場所：サンハート（横浜市旭区民文化センター）
見学：〈展示〉延べ 250

〈舞台〉210

内容：〈展示〉16団体参加
陶芸、彫刻、俳句、盆栽等

〈舞台〉ゲスト ｢自然生クラブ｣（太鼓演奏）
9団体参加

コーラス、人形劇、演奏等

●講演会
「いまの時代に求められる
 しなやかな心」
日時 :1994 年 1月 29日
場所 : サンハート

（横浜市旭区民文化センター）
講師 : 渡辺　久子氏
参加 :200

1994 年度 ●「横浜どんたく」
日時：1994年 5月 29日～ 6月 2日
場所：みなとみらい 21地区
参加：18団体
内容：作業所製品の販売

●第 4回みなと発ときめきシンフォニー
日時：1995年 1月 27日～ 31日
場所：サンハート（横浜市旭区民文化センター）
見学：〈展示〉延べ 440人

〈舞台〉310人
内容：〈展示〉19団体参加

菓子細工、写真、織物等
〈舞台〉11団体参加

ミュージカル、マジック
コーラス、演劇等

●講演会
「軽やかな心をとりもどすために
 ～思春期に出会心の病～」
日時：1995年 1月 14日
場所：横浜女性フォーラム・ホール
講師：窪田　彰氏（精神科医）
参加：150

1995 年度 ●「横浜開港祭」
日時：1995年 5月 1日～ 2日
場所：みなとみらい 21地区
内容：作業所の自主製品販売

●第 5回みなと発ときめきシンフォニー
日時：1996年 2月 14日
場所：関内ホール
見学：390

ゲスト：「杉山たけるとその仲間達」

●講演会「日常の中の "うつ"」
日時：1996年 2月 17日
場所：横浜市中央児童相談所
講師：佐藤　忠彦氏（桜ヶ丘記
念病院副院長）
参加：120

●講演会「保健室でおきている事」
日時：1996年 2月 24日
場所：横浜市中央児童相談所
講師：遠藤　和子

（中学校養護教諭）
参加：100
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地域交流事業部 啓発事業部
1996年度 ●第 6回みなと発ときめきシンフォニー

日時：1997年 2月 5日～ 7日
場所：吉野町市民プラザ
参加：〈展示〉延べ 240

〈舞台〉285

内容：〈展示〉14団体参加
書道、絵画、陶芸等

〈舞台〉ゲスト「マジック」
（丸山　敦子氏）
10団体参加
人形劇、コーラス等

●こころの健康連続講座
「嗜好問題とアダルトチャイルド
（ＡＣ）について考える連続講座」
～傷ついた人々の癒しを求めて～
日時：1997年2月15日/2月22日
場所：オルタナティブ生活館

地下ホール
講師：水澤　都加佐氏
（アスクヒューマンケア研究相談員）
参加：延べ 250

1997 年度 ●こころの健康連続講座
「家族の問題とどうむきあうか」
　戦後 50年、家族に何がおきてきたのか
━今までを振り返って、これからの家族像を考える━
日時：1998年 2月 14日
場所：テアトルフォンテ（横浜市泉区文化センター）
講師：小浜　逸郎氏（ジャーナリスト）

1998年度 事業部としての事業は行わなかった。
1997 年度に地域交流事業部と啓発事業部が合同し、広く一般の方々に「心の病」について
考えてもらいたいという趣旨で活動した。しかし、この方向性でよいのだろうか、という反
省があり、1998年度は事業の見直しを行った。
議論は「市精連という団体が行う啓発活動とは何を目指しているか」という事に重点が置か
れた。市精連加盟の作業所の増加、各作業所の活動範囲の拡大等、地域の状況が変化する中
で市精連として地域交流・啓発事業部を実施する意味が見出せず、役員会において事業部の
終了が決定される。

　1991 年度に設立された、地域交流事業部と
1992 年度より設立された啓発事業部は、1999
年度をもって、事業部を終了しました。
　事業部を終了するにあたって、担当されていた
事業部員の、酒巻　俊一氏、古谷　一寿氏、山本

　圭子氏、鈴木　典子氏により、詳細な活動報告
書が記されているので、今回は、その記録から、
活動年表とまとめの記事を、抜粋して掲載させて
頂きました。




