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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所長就任のごあいさつ
坂口です。よろしくお願いします。
4月から当センター4人目の所長に就任しました。当センター、当プラザは、みなさまに
ご利用いただき開設8年目を迎えました。ありがとうございました。
今後とも、ひとりひとりが 生き活き と輝いている暮らしを実現するために、地域の
方などのご協力をいただきながら、みなさまが安全・安心にさらに快適にご利用いただ
けるよう取り組んでまいります。
この5月のユネスコの諮問機関イコモスによる勧告で世界文化遺産への登録がほぼ
確実とされる百舌鳥（もず）・古市古墳群、この百舌鳥の地で、みなさまといっしょに
当センターの活動でわくわくしたり、活動をつむぎ、つないでいけたらと考えています。

「春のプラザ祭り」を開催
平成31年4月20日（土）、
「春のプラザ祭り」を開催
し、約800名の方々にご来館いただきました。
今回は「やってみようパラリンピック！」をテーマにパ
ラリンピック競技「車いすバスケットボール」の試合観
戦と体験、同じくパラリンピック競技「ボッチャ」の体
験を行い、多くの参加者の皆様に実際のパラリンピック
競技に触れていただきました。また「平成30年度

堺

市授産製品コンクール表彰式」では、狭間惠三子前堺
市副市長から、受賞された事業所の事業所の利用者の
皆様に表彰状を授与していただき、受賞された皆様は
とても喜ばれていました。

その他、
「車いす体験」、バリアフリー映画「青い鳥」
の上映、
「点字体験」
「手話体験と絵本の読み聞かせ」
「要約筆記体験」
「フライングディスクの創作と遊び」
「脳をきたえよう！自宅でできる簡単認知エクササイ
ズ」「お遊びコーナー」「減農薬野菜とおもちの販売」
「堺市授産製品コンクール受賞事業所による販売会」
など多くのイベントで春の季節を彩り、ご来館された
皆様に春のプラザ祭りを楽しんでいただきました。

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。

障害のある方の公募展〈堺市立健康福祉プラザでは、障害のある方の芸術作品を募集します。〉

sakai ARTcation 2019 作品募集のお知らせ

※持参の場合、平日夜間および土日祝除く。

昨 年のプラザアー トフェスティバル

応募方法：応募用紙を堺市立健康福祉プラザ 市民交流センターまで郵送またはご持参ください。
応募用紙は、ホームページにて７月からダウンロードできます。
（http://www.sakai-kfp.info/）
作品種類：絵画・イラスト・書・造形・写真など
展
示：プラザアートフェスティバル開催期間中
（10月10日（木）〜13日（日））健康福祉
プラザの1階体育室にて応募いただいた
全ての作品を展示します。
応募期間：7月1日（月）〜9月30日（月）必着

新規教室を多数開催予定です！
市民交流センターでは、さまざまな文化芸術・レク
リエーション教室を開催しています。4月〜5月にかけ
て開催した「羊毛フェルト教室」では、4回連続講座で
羊 毛をニードルという特 殊な 針で刺し固めていき、
額に入ったトイプードルを作りました。針を刺し続ける
工程は、根気が必要でしたが、少しずつ立体的になって
いく作品を見て、参加者はやりがいを感じておられる
ようでした。完成した作品を見て、参加者から「最初は
どのように形になっていくのか、想像つかなかったが、
次は自分の飼っているペットの作品も作ってみたい。」
と達成感を感じておられました。
お互いに完成した作品を見ながら、感想を言いあっ
たり、講師が作った大きな作品や小物等を紹介しても
らい、参加者同士で情報交換したり、交流しながら、楽
しい時間を過ごしました。

今 年度は、「絵てがみ 教 室 」、「タイルクラフト教
室」、
「デニム額絵作り教室」等、さまざまな新規教室
の開催を予定しております。ご興味のある方はぜひ、ご
応募ください。

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。

古墳グッズのご紹介
このたび、ユネスコ（国連教育科学文化機関）の世界文化
遺 産に、「百舌鳥・古市古墳群」が登録される見通しとなり
ましたが、市内の障害福祉サービス事業所でも様々なアイデ
アで「古墳グッズ」が作られています。授 産 活 動支 援 セン
ター前の展示スペースでも、PRのために特設コーナーを設
けました。
今後も新製品を展示していきますので、お立ち寄りの際は
ご覧ください。

三宝あじさいまつりに出店しました
6月のはじめに、三宝水再生センターで開催された堺

上下水道局様からは、水道メーターの解体作業やポ

市上下水道局主催の「三宝あじさいまつり」において、

ストカードの封入作業など、いろいろな業務をご依頼い

日替わりで９ヵ所の事業所が出店し、ドリンクや手作り

ただいています。今後も様々な機会で連携を深めてい

のお菓子、雑貨などの販売を行いました。例年出店をさ

きたいと考えています。

せていただいているイベントとなっており、期間中は雨
の日もありましたが、天候の良い日は来場者も多く、売
上も好調でした。

プラザボランティア説明会のご案内
〜健康福祉プラザでボランティア活動はじめませんか〜
健康福祉プラザでボランティア活動をお考えの方を対象に、ボランティア説明会を開催します。
「ボラン
ティア活動とは？」
「プラザで募集中のボランティア活動の紹介」を行うほか、障害理解のための講習を行
います。ボランティア活動に興味・関心のある方は、ぜひこの機会に説明会へご参加ください。

■日

時：令和元年8月23日（金）13時30分〜16時00分

■会

場：健康福祉プラザ4階 研修室Ａ

■申

込：8月16日（金）までに、電話・またはFAXにて「ボランティア説明会参加希望」とし、
①氏名

②住所

③電話番号をお知らせください。

■申込先：堺市立健康福祉プラザ 市民交流センター

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

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。

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。

◎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

研修室 D（18 名）

600円

500円

500円

800円

2,400円

3,000円

2,500円

2,500円

4,000円

12,000円

名

大研修室（100 名）
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

堺市立健康福祉プラザ

N

堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号

〈アクセス〉
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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〉
障害者手帳等をお持ちの方の
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
朝晩は肌寒さを感じますが、日中は真夏を思わせる
日もあり、
１日の中で寒暖差の厳しい日も多いですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
当センターでは、季節を感じるレクリエーション教室
や文化芸術教室の募集を行っております。また、7月
からは、10月に開催するsakai ARTcation 2019の
作品募集を行いますので、多くの方々のご応募お待ち
しております。
引き続き、堺市立健康福祉プラザにお越しください
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

施 設 運営に対 する忌 憚のないご意 見を頂 戴し、
ありがとうございます。
令和元年度に入り、いただいたご意見は、これまで
3件ありました。主なものとしては、
「プラザ内には、
飲料水の自動販売機はあるが、給水器があればありが
たい。」とのご要望がありました。ウォーターサーバー
等の設置については、感染症等が起こる可能性や衛生
面を考え、今後も設置予定はございません。ご理解い
ただければ幸いです。
今後も、皆様が安心・安全に利用できる施設づくりを
めざしてまいりますのでご意見お待ちしております。

