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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32号

　障害者週間（12月3日～9日）の啓発行事として、障
害者福祉についての関心を深めるとともに障害のある
方とない方が交流し、理解しあい、共に共生する社会
をめざすきっかけ作りになることを目的として毎年開
催しています。昨年に引き続き今年も、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大の影響により、3密を避けるため
に各イベントを事前申込制とし、感染防止対策を徹底
し、日程を分散して開催いたしました。
　4日「大阪パントマイムグループO.P.Gによるアトラク
ションパントマイム」、「千葉すずさんのスイムクリニッ
ク」、「点字図書館がわかる！体験」、5日「バリアフリー
映画～最強のふたり～」、「まちなかコンサート～打楽
器の魅力を感じよう～」、8日「脳トレチャレンジ！～ど
こが変わったでしょうか？～」を開催しました。その他、
3日～9日にかけて、「授産活動支援センターパネル展示
＆クイズ」や発達障害や難病・小児慢性特定疾病に関
する障害理解を啓発するパネル展示を行いました。
　「アトラクションパントマイム」は、全国で初めて聞
こえない聴覚障害者を主体として結成し、これまで
26ヶ国で公演を果たされてきた「大阪パントマイムグ
ループO.P.G」をお迎えし、表情や身体の動きのみで、

面白おかしく、さまざまな
場面を表現するパントマ
イムショーを披露してい
ただきました。会場では、
笑いがおき、「動きと表情
の豊かさに魅せられた。
とても面白かった。」と感
想をいただきました。

　「千葉すずさんのスイム
クリニック」では、元オリン
ピック選手である千葉すず
さんを講師にお迎えし、参
加者に水泳指導を行いまし
た。参加者からは、「元オリ
ンピック選手に泳ぎ方の基
本を教えてもらえる機会は

障害者週間フェスティバル
ないので、とてもいい刺激になった。」と感想をいただ
きました。
　「点字図書館がわかる！体験」では、視覚障害につい
ての理解を深めるために点字体験や音訳体験等を行い
ました。参加者からは、「体験することで、具体的に理
解できる部分があって、勉強
になった。想像していたより
も、見えない・見えにくい世
界の日常生活の中に危険な
ことがあり、人と人との声
かけが大切であることを学
んだ。」と感想をいただきま
した。
　バリアフリー映画では、「最強のふたり」を上映しま
した。首から下が麻痺し、車いす生活をする大富豪と
その介護人として雇われた青年がお互いを受け入れ、
垣根を越えて、友情を結んでいく実話を基にした感動
の物語で、鑑賞された参加者からは「障害があっても、
同情ではなく、本気で接することが大事。お互いに強い
絆で結ばれた関係は素晴らしく、『障害』とは何かとい
うことを考えさせられた。音声解説付きの映画は初め
て見たが、健常者でも良く理解できた。」と感動や勇気
をもらったとの感想が多く寄せられました。
　堺市文化振興財団と
の連携イベント「まちな
かコンサート」では、タン
バリン、クロマチックア
コーディオン、ンゴニと
いうアフリカの楽器の協
奏で、明るく楽しいコン
サートを開催し、会場を
盛り上げました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、憂うつな気持
ちになりがちですが、皆さまが少しでも前向きな気持
ちになり、笑顔が増えるように今後も市民交流センター
では、交流イベント等を企画して参ります。次回は、
来年4月に「春のプラザ祭り」を予定しております。
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パステルアート教室 ◀

◀お菓子教室

◀デニム生地で作る
　貼り絵教室

市民交流センター 市民交流センターでは、より多くの市民の皆様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。

　今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
文化芸術・レクリエーション教室は延期及び中止の状態
が続いていましたが、11月からようやく再開となりまし
た。楽しみにされていた方には、長らくお待たせいたし
ましたが、絵画や陶芸等のクラフト系の教室やお菓子
や料理等のクッキング系のさまざまな教室を開催して
います。継続して、感染防止対策も徹底し、皆さまに
安心安全に受講していただけるよう、配慮しています。
　コロナ禍でソーシャルディスタンスという物理的な
距離ができてしまいましたが、久しぶりに会われた
参加者同士で、笑顔で近況を話したり、交流される姿を
拝見すると対面で出逢うことの価値や意義等を再認識
する日々です。
　今後も皆さまに楽しんでいただけるさまざまな教室
を企画して参りますので、是非、ご参加ください。

教室の再開について

デイハイキング
　11月7日（日）に障害のある方の余暇活動を支援する
目的として、大阪府南河内郡河南町にある「近つ飛鳥
風土記の丘」に参加者9名、プラザボランティア3名、
職員4名の総勢16名でハイキングを楽しみました。感染
防止対策を行い、小グループで山の中を散策し、ルート
上にある国の指定文化財になっている史跡や眺望の
良い展望台等を見学しました。

　汗ばむ陽気の中、参加者からは、「貴重な古墳を見学
できて、感動した。」「運動不足で足がパンパンになっ
たけれど、楽しかった。いい運動になった。」「天気が良
く、展望台の景色もきれいだった。」と感想をいただき
ました。自然との触れあいの中で、参加者同士が交流を
深められ、楽しい時間を過ごしました。
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①メイドインさかいフェアinイオンモール堺北花田 ②エシカルマルシェ

③メイドインさかいフェア ④あべのパン&スイーツフェア

障害のある方が福祉施設で取り組む、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2021で広報しました

各種イベントに出店しました

　今年も、大阪府全域から企業が集まる展示商談会「大阪勧業展」に出展しました。
　このイベントは毎年多数の中小企業が自社の商品や技術・サービスを展示し、数千人が来場する府内最大級の展
示商談会です。例年は10月にマイドームおおさか（大阪市中央区）で開催されていましたが、今年は新型コロナウ
イルス感染症の影響により12月8、9日にATCホール（大阪市住之江区）での開催となりました。
　それでも多くの方が来場され、当センターも授産施設が取り組んでいる作業を中心に紹介し、営業活動を行いま

した。
　お会いした方からは早速、「頼みたい仕事
がある」「一度話を聞いてほしい」との希望
がありました。
　また、こういった営業活動ではその場で仕
事に結びつかなくとも、お会いした企業から
数年後にご連絡をいただくこともありますの
で、今後も積極的に取り組んでまいります。

10月と11月に4つのイベントに出店し、授産製品を販売しました。
　①10月9、10日　メイドインさかいフェアinイオンモール堺北花田（会場　イオンモール堺北花田）
　②11月6日　エシカルマルシェ（会場　アクロスモール泉北）＊「堺市農福連携協議会～つながるファーム～」として出店
　③11月13、14日    メイドインさかいフェア（会場　堺市産業振興センター）
　④11月13～19日    あべのパン&スイーツフェア（会場　あべのキューズモール）
4つの異なるイベントに出店することで、幅広い層のお客様に授産製品のPRができました。
　ご来場された方、商品を購入してくださった方からは、「障害者施設がこのような商品を作っているとは知らな
かった」、「もっと買うことができる場所が増えたらうれしい」といったお声を頂きました。当センターとしてもより
多くの授産施設の販売機会が確保できるよう努めてまいります。



久保田の部屋
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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　泉ヶ丘行き「旭ヶ丘健康福祉プラザ前」下車すぐ
　　　　　　光明池駅行きなど「塩穴通」より南東へ500m
　　　　　　（徒歩7分）
◆駐車場〈77台〉

駐
車
料
金

1時間まで
1時間を超え2時間まで
2時間を超え3時間まで
3時間を超え4時間まで
4時間を超え5時間まで
5時間を超え閉場まで

利用時間 金額
0円

200円
300円
400円
500円
600円

　今年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルス
感染症対応をするなかで業務を行ってまいりました。
ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしました。
　さて、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。
　来年も引き続き検温・手指消毒・マスク着用等感染
症対策を施すことになるかと思いますが、各種イベ
ント、文化・芸術・レクリエーション教室等、さまざまな
催しを企画しております。皆様のご参加をお待ちして
おります。
　それでは、よいお年をお迎えください。

　日頃より、施設に対するご意見を頂戴し、誠にありがと
うございます。
　今年は、7件のご意見がありました。「トレーニング室の
ランニングマシンを修理してほしい。」「（新型コロナウイ
ルス感染症対策に伴う）施設の一部臨時休館はいつまで
続くのか。」等のご意見を頂戴しました。利用者の皆様の
視点に立ち、快適に当施設をご利用いただけるように、対
応できることについては、これからも迅速に対応させて
いただきます。ただ、新型コロナウイルス感染症拡大防止
対策としての臨時休館や施設の定員減、各種事業の延期・
中止等については、ご理解の程お願い申し上げます。
　これからも、いろいろなご意見をお待ちしております。

利用者の声
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※障害者手帳所持者は
　減免あり。

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（24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（15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。

研修や会議などにご利用ください。 クラフト（創作）活動にご利用ください。
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《
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要
》

※新型コロナウイルス感染症防止のため、利用定員を減らしております。
※クッキングルームにつきましては、貸出を停止しております。


