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市民交流センター・授産活動支援センターが開催する教室・講座・イベントの情報をお届けします。
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第12号市民交流センターだより

　12月3日（土）、4日（日）に障害者週間（12月3日～
9日）の啓発行事として、障害のある方の福祉について
関心を深めるとともに障害のある方の社会参加への意
欲を高めることを目的に「障害者週間」フェスティバル
を行いました。

　3日は、主催者を代表して堺市健康福祉局障害福祉
部長による開会あいさつの後、体育室で電動車イス・
フェスタが行われました。電動車イス・フェスタは、
「動く楽しさの体感」「かっこいい福祉社会」「ノーマ
ライゼーションの実現」をコンセプトに電動車イスレー
ス、未来の車イスの展示、車イスの試乗が行われまし
た。電動車イスレースでは、障害のある人もない人も
多くの方に声援を受けながら共にレースを楽しんでい
る姿が印象的でした。
　そのほか、バリアフリー映画「くちびるに歌を」の

「障害者週間」フェスティバル「障害者週間」フェスティバル「障害者週間」フェスティバル「障害者週間」フェスティバル
上映や堺市精神保健福祉セミナー「人が回復するのに
締め切りはありません！当事者・家族・精神科医の
三位一体の私から伝えたいこと」と題したやきつべ
の径診療所の精神科医夏苅郁子先生の講演会等が行
われました。

　４日には、「心の輪を広
げる体験作文」・「障害者
週間のポスター」入選作品
の表彰式が行われ、堺市
長から表彰状が授与され
ました。
　また、国立がん研究セン
ター連携企画第4回ひとい
き公開講座「がんについて
知ってほしいこと」が実施
され、がん相談コーナーや
栄養相談コーナー、リスク

チェックコーナー、ひといきなどのワークショップが
行われました。また、ひといきカフェでは、ボランティア
によりがん予防に良いとされる煎れ立てコーヒーが
提供され大変好評でした。さらに毎年恒例のSAKAI
ユニバーサル駅伝では、堺市長も来場し障害のある
方々と交流を図られました。
　このように2日間に渡り、さまざまなイベントが実施
されのべ約1,500名の参加がありました。
　これからも、市民交流センターでは体験や交流を通
じて障害のある方の社会参加の促進や市民の方々への
障害理解の向上に努めてまいります。
　次回の交流
イベントは、来
年4月に「春の
プラザ祭り」を
開催しますの
で、ぜひご参加
ください。



　10月20日（木）～23日（日）に健康福祉プラザにおい
て「第3回プラザアートフェスティバル」を開催しました。
　障害のある方々が制作した芸術作品の公募展「sakai 
ARTcation 2016」では、応募数249点を1階体育室に
展示させていただき、1,600名以上の方々に、ご鑑賞い
ただきました。

　昨年と同様、作
品展示や空間レイ
アウトを造形作家
の園川絢也さん、
ドット・アートコス
モさんにご協力い
ただき華やいだ雰

囲気をご提供いただきました。
　ご来館いただいた皆さまには、展示方法や空間の活
かし方にとても感銘を受けられ、作品を制作された当
事者の方々は、自分の作品が展示されていることを誇
らしげにされていました。
　来年も、健康福祉プラザにおきまして、個性豊かでエ
ネルギッシュな芸術作品を通して、生きることを支える
アートを体感していただく「プラザアートフェスティバ

　兵庫県但馬地方から「がっせぇアート」をご招待しま
した。
　障害のある方々の力強いアートを展示していただき、
てぬぐい「にじゆら」と素敵なコラボレーションで、
プラザへお越しの方々をお出迎えしました。

　講演会では、ココルー
ム代表の上田假奈代さ
ん・元大阪芸術大学教
授の末延國康さんから、
アートは、生きやすい社
会を作る手法であると
いうお話や、アートを活用する方法として、芸術療法な
どのお話がありました。
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市民交流センター
第3回プラザアートフェスティバルを開催しました。

guest ART museum

　開催期間中、キュレーター
の園川絢也さんがご来場い
ただいた皆さまと、大きく色
とりどりのキャンバスに絵を
描いていました。
　小さいお子様から大人ま
で、たくさんの人がアートを
通して、とても素敵な笑顔に
なっていました。

ワークショップ

guest ART meeting

市民交流センターでは、より多くの市民に気軽にご参加いただける
ように、陶芸、絵画、料理、写真、園芸などの教室を実施しています。

ル」を開催しますので、ご支援のほどよろしくお願いい
たします。
　作品を応募いただいた皆さま並びに審査いただいた
皆さま、多くの関係者の皆さまに、心より感謝申し上げ
ます。
　ありがとうございました。



　昨年度に引き続き、大阪府下最大級の企業向け展示
商談会である、大阪勧業展2016に出展しました。
（10月19、20日開催。合計8,034人来場）
　今回は障害者就労施
設が引き受けられる仕事
に焦点を当て、企業関係
者に障害者就労施設の
活用を提案しました。後
日、会場でお会いした方
からお仕事の相談を受け
るなど成果も上がってお
り、今後も積極的に情報
を発信してまいります。
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　大阪泉北ワイズメンズクラブの小路さんと寺岡さんによる
マジックショーでは、英語を交えながら楽しいマジックが繰り
広げられました。
　最後には参加者もマジックを教わり、みんながマジシャンに
なりました。

マジックショー

日中活動の中で取り組む、ものづくりや作業のことを
「授産（じゅさん）活動」といいます。授産活動支援センター

●大阪勧業展2016出展
　福祉施設がその理念や目的を実現するためには、職
員同士が思いを共有し、協力して職務に取り組むこと
が不可欠です。そこで10月27日に吹田市の障害者就
業・生活支援センター
の井上センター長にお
越しいただき、吹田市
で施設のネットワーク
を構築した事例を踏ま
えて、どうすれば職員
が合意を形成し、行動
につなげることができ
るのかをご講義いただ
きました。

●授産活動活性化セミナー

　11月23日（水・祝）、大仙公園で開催された堺市
農業祭で障害福祉バザーを行いました。今回は、来
場者がより買い物をしやすいバザーとするため、主
な販売物品ごとにテントをまとめて配置しました。
出店者からも、お客さんに見てもらいやすい配置だ
ったと評価いただいています。幸い当日は天候が大
きく崩れることなく、多数の方にご来場いただき、
大きな賑わいを見せました。

●第41回堺市農業祭

公募展に出展いただいた皆さん

最優秀賞「金閣寺」平安義紀さん
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堺市立健康福祉プラザ
堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号

〈アクセス〉
◆JR阪和線 「百舌鳥」駅より西へ    1.4㎞（徒歩15分）
　　　　　  「上野芝」駅より北西へ 1.3㎞（徒歩15分）
◆南海高野線 堺東駅より
　南海バス 泉ヶ丘駅行き「旭ヶ丘」下車すぐ
　　　　　 西区役所前行き・東山車庫前行き・他で
　　　　　「塩穴通」より南東へ 500m （徒歩7分）
◆駐車場〈65台〉
　駐車料金
　1時間までは無料です。
　1時間を超えて使用する場合、1時間ごとに100円
　加算し、最大600円となります。
　例：最初の1時間、無料
　　 2時間から3時間、200円・・・最大600円

研修室・クラフトルーム・クッキングルームの使用について

研修室A（18名）
名　　称（定　員）

使用料金（平日・土・日・祝日共通） ※空室状況や利用申込方法などは市民交流センターへお問い合わせください。

市民交流センターでは、研修室などの貸出を行っています。障害の有無にかかわらず、どなたでもご利用いただけます。

午前
9：00～12：00

午後1
13：00～15：00

午後2
15：00～17：00

夜間
18：00～21：00

全日
9：00～21：00

900円 700円 700円 1,300円 3,600円
研修室B（18名） 600円 500円 500円 800円 2,400円

600円 500円 500円 800円 2,400円
600円 500円 500円 800円 2,400円

研修室C（15名）
研修室D（18名）
大研修室（100名） 3,000円 2,500円 2,500円 4,000円 12,000円
クッキングルーム（20名） 1,000円 900円 900円 1,400円 4,200円
クラフトルーム（20名） 1,500円 1,200円 1,200円 2,100円 6,000円

IHクッキングヒーターなど各種調理器具完備。
調理実習や料理教室にご利用ください。

小人数での研修や会議などにご利用ください。 電動ろくろなどを揃えています。
絵画や陶芸などのサークル活動にご利用ください。
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　今年もあとわずかとなりました。
　皆さま、お元気でいらっしゃいますでしょうか。風邪
などひいておられませんか。
　寒さが日に日に増してきますので、暖かくしてお過ご
しくださいね。
　今年1年プラザをご利用いただき、誠にありがとう
ございました。来年もよろしくお願いいたします。皆様
良いお年をお迎えくださいませ。

久保田の部屋 　平成28年度に入り、これまで62件あまりのご意
見を頂戴いたしました。貴重なご意見をいただき、
ありがとうございました。設備の増設などご要望
にお応えできなかった部分については、心苦しく
思っております。一方、更衣室へのイスの設置や
駐輪場の整理整頓など施設利用の快適さを高める
ことには、即座に取り組みました。今後も改善でき
ることはすぐに対応させていただいて、皆さまに
とって利用しやすいプラザをめざしていきます。

利用者の声

大
阪
和
泉
泉
南
線

堺支援学校
文

文
文

文

JR
阪和
線

仁徳天皇陵古墳

履中天皇陵古墳

いたすけ古墳

大仙公園
中央図書館

旭中

堺工科高堺工科高堺工科高

堺市博物館

堺狭山線（泉北１号線）

御陵通

堺市立健康福祉プラザ

JA

御陵通

東上野芝町2丁

塩穴

南陵町

１９７

６１３４

３０

上野芝バス停
（堺東駅行き）

N

塩穴通
バス停

旭ヶ旭ヶ丘
バス停バス停
旭ヶ丘
バス停

上野芝

百舌鳥

大仙小大仙小大仙小


