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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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「障害者週間」フェスティバル

12月8日（土）に障害者週間（12月3日〜9日）の啓発

〜」をテーマにNPO法人びすた〜りの事務局長高山京

行事として、このイベントは障害福祉についての関心を

子氏と障害当事者の高松信友氏による対談が行われ、

深めるとともに障害のある方とない方が交流し、理解

障害のある方の生きづらさについて意見が交わされま

しあい、共に共生する社会をめざすきっかけ作りにな

した。後半には、高松氏による音楽ライブが行われ、電

ることを目的として毎年開催しています。

子ピアノを弾きながらの熱い歌声に会場は一体となり

12月1日・3日〜7日にかけては、
「障害者週間」フェ

盛り上がりました。さらに、地下1階のプールでは、千葉

スティバルプレイベントとして、電動車イス・フェスタや

すずさんによるスイムクリニックが開催され、参加者は

授産活動支援センターパネル展等の展示、障害者施設

元オリンピック選手の熱心な指導に真剣に耳を傾けて

が作るスイーツ試食会、子どもアート体験、精神保健福

いました。その他、地元自治会によるフランクフルトや

祉セミナー等様々なイベントを開催しました。子ども

ぜんざいの販売、郵便局職員による年賀はがきの書き

アート体験では、
「応援のカタチ」をテーマに模造紙に

方を学ぶコーナー、ツインバスケットボール体験、作業

絵を自由に描いたり、貼付けたりして創作活動を行い

所による授産製品販売コーナーも大盛況でした。

ました。子どもたちは、終始楽しそうに作品作りに熱中
していました。
8 日のフェスティバ ル 当日には、「グレ イテスト・
ショーマン」のバリアフリー映画体験、講演会、
「心の
輪を広げる体験作文」・「障害者週間のポスター」入選
作品の表彰式等を行いました。講演会では「誰もが暮
らしやすい社会をめざして〜一人の人間として生きる

このように地域や様々な関係機関・団体の協力のも
とイベントが実施され、延べ約1,700名の方々にご参加
いただきました。
今後も市民交流センターでは、交流イベント等を通じ
た障害理 解の 啓 発、文化・芸 術 活動を通じた障害 の
ある方の社会参加の促進をを図って参ります。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。
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市民交流センター
第5回

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。

プラザアートフェスティバルを開催

障害のある方々が制作した芸術作品の公募展「sakai ARTcation 2018」
（さかいアートケーション2018）では、
全出展作品179点を1階体育室に展示させていただき、約1,800名の方々にご鑑賞いただきました。
展 覧 会「gue st A R T mus eum」（ゲストアート
ミュージアム）では、羽曳野市にある社会福祉法人ふた
かみ福祉会ハピバールさんと京都市にある一般社団法
人暮らしランプさんのコラボ作品を展示しました。
講演会「guest ART meeting」
（ゲストアートミー
ティング）では、社会福祉法人明桜会すたじおぽっちの
室本早知さん、特定非営利活動法人100年福祉会片山
工房の新川修平さんと川本尚美さんにご登壇いただ
き、障害のある方々のアート活動を中心にお話しいただ
きました。
ワークショップでは、造形作家の園川絢也さんをは
じめデザイン・ドットの方々が来場者に楽しみをご提供
いただきました。マジックショーでは、大阪泉北ワイズ
メンズクラブ小路さん寺岡さん鈴木さんが笑顔をご提
供いただきました。まちなかコンサートでは、公益財団
法人堺市文化振興財団と連携し、大阪交響楽団の吉岡
克典さん吉岡麻梨さんのヴァイオリンとピアノの演奏
で、素敵な音色をご提供いただきました。

デイキャンプ
9月24日（月・祝）に泉南市にある紀泉わいわい村に
参加者31名、職員5名、プラザボランティア3名の総勢
3 9 名でデイキャンプに行きました。野 外でのバー ベ
キューは格別で、みんなでコンロの炭起こしやご飯炊き
等を体験し、コミュニケーションを取りながら、食材を
焼いて、楽しみました。また、クラフト体験では、牛乳
パックとストローを使ってできる「パックとんぼ」を作
り、広い場所で飛ばして遊びました。
障害のある方もたくさん参加され、ベルデさかいの
入所者の方も参加され、
「野外で焼き立ての食事を食

うで、野外で気持ちよさそうにしていました。」と介助

べる機会が少ないので、香ばしく焼けてくる肉の匂いな

者の方からお声をいただきました。参加者の車椅子を

どに刺激されるのか、いつもよりも食欲が増していたよ

他の参加者が押してあげたり、困っている部分をフォ
ローしている姿を見て、自然と助け合いの気持ちが育
まれていることにうれしさを感じました。また、
「毎年、
楽しみにしており、友だちもたくさんできて、会えるの
がうれしい。」といった感想もいただき、参加者同士の
交流の場となっていることを実感しました。毎年楽しみ
にしておられる方も多く、来年度も参加者に喜んでもら
えるプログラムを企画して参ります。
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授産活動支援センター

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。

堺 市農 業 祭
障害福祉バザーが開かれました！
11月23日（木）、大仙公園で開催された第43回堺市農業祭会場
で、障害福祉バザーが開かれました。授産活動支援センターはこの
バザーに販売施設の募集や決定、出店場所の調整などで関わって
おり、当日も朝から搬入対応にあたりました。今年は好天に恵まれ、
大変多くの方が来場して、商品を見たり買ったりしてくださいまし
た。大きなトラブルもなく、大変良いイベントとなりました。

スイーツ 試 食 会
「障害者週間」フェスティバルプレイベントの一環として、12月4日（火）にスイーツ
試食会を開催しました。社会福祉法人なごみ福祉会様が製造販売しているスイーツ
4品を、事前に募集したモニターの方にご試食いただき、商品の味やパッケージ等に
関するアンケートにお答えいただきました。
アンケートには「食べごたえがある」や「パッケージが和風で良い」といった商品の
品質を称賛するお答えの他、
「文字の色は赤の方が良い」や「ココアの味が少し強い」
という、今後の商品開発の参考となる改善提案もいただきました。
全体として非常にご好評をいただいていますので、来年度の開催についても、前向
きに検討していきたいと考えています。

堺市授産製品コンクール

一次審査

今年度も、堺市内の授産施設が作る製品を審査する、堺市授産製品コンクールを開催します。
審査のうち一般市民が投票を行う一次審査を下記の日程で行いますので、ぜひご来場ください。
◎ 1月11日（金）10:00〜18:00 堺市役所

本館1階

◎ 1月15日（火）10:00〜18:00 イオンモール堺鉄砲町（2階WEGO前ブリッジ）
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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。

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

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。
IHクッキングヒーターなど各種調理器具完備。
絵画や陶芸などのサークル活動にご利用ください。 調理実習や料理教室にご利用ください。

◎障害者団体は︑目的により
半 額で利 用できます︒
︽事前申請必要︾

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。
称（定 員）

午前

午後1

午後2

夜間

全日

9：00〜12：00

13：00〜15：00

15：00〜17：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

研修室 A（24 名）

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

研修室 C（15 名）

600円

500円

500円

800円

2,400円

名

研修室 D（18 名）

600円

500円

500円

800円

2,400円

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
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◆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「旭ヶ丘健康福祉プラザ前」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〈77台〉
障害者手帳をお持ちの方の
駐車料金
1時間までは無料です。 駐車料金は全額免除となります。
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
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上 野 芝 バス停
（堺東駅行き）

上野芝
東上野芝町2丁

利用者の声
久保田の部屋
平成最後の年も残りわずかとなりました。月日が
経つのは本当に早いものですね。寒い日・暖かい日と
寒暖差のある日が多く、気温差に身体がついていき
ませんが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、この1年プラザをご利用いただき、まことに
ありがとうございました。来年も各種イベント・教室
の開催やアートセミナー等、様々な催しを企画してお
ります。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
また、引き続き、プラザをご利用くださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。

常日頃、施設に対するご意見を頂戴し、まことにあ
りがとうございます。
今年は、30件あまりのご意見がありました。「〇〇
センターを利用したが、利用者特性に応じた臨機応変
な対応をしてもらえるとありがたい」「更衣室の清掃
が行き届いていて気持ちいいが、時折においを感じる
ことがある」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、接遇力を高めることや改善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。
これからも、いろいろなご意見お待ちしております。

