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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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　平成26年10月30日（木）から11月3日（月祝）まで、健康
福祉プラザで「プラザアートフェスティバル」を開催し、約
1,000名の方にご来場いただきました。
　期間中、体育室で、「sakai ARTcation 2014」という障
害者が制作した芸術作品の公募展を行い、予想を超えて応
募された213点の芸術作品が体育室を彩りました。鑑賞され
る方々からは、「いろいろな作品を見ることができて、とても
良い刺激になりました。」「どの作品も味があって楽しみな
がら見ることができました。」など好評を博しています。ま
た、同じ期間中に、1階エントランスロビーと4階交流広場で、
先進的に障害者アートに取り組まれている事業所「やまなみ
工房」「たんぽぽの家」「アトリエコーナス」「YELLOW」に
所属されている、国内外から高く評価されている障害者アー
ティストの作品展を行いました。普段とは違いロビーや交流
広場がとても華やかになり、芸術性の高い障害者アートを目
の当たりにすることができました。また、多くの方々に関心
を持っていただき、絶賛の声をいただきました。

第４号市民交流センターだより

　最終日には、障害者の芸術の先駆けである事業所「やまなみ工房」施設長 山下完
和氏「アトリエコーナス」代表理事 白岩高子氏「たんぽぽの家」理事長 播磨靖夫氏
にそれぞれご講演いただきました。内容としては、それぞれの講師が違った視点から
障害者アートの課題や現状、今後の展望についてお話をいただきました。
　他に、ライブペインティング「フクちゃんのキャラクター何体できるかな！？」、「さ
わる富嶽三十六景鑑賞会」、「さわる絵本制作体験」、「段ボール工作教室」、「チョ
ークアート教室」を行い、参加し
ていただいた方々に楽しんでい
ただきました。
　今後は、障害のある方ない方
すべての方に、芸術に触れ楽し
んでいただける「プラザアートフ
ェスティバル」を毎年開催しま
すので、来年もご参加いただき
ますよう、お願いいたします。

プラザアートフェスティバルを開催

「やまなみ工房」
施設長 山下完和氏

「アトリエコーナス」
代表理事 白岩高子氏

「たんぽぽの家」
理事長 播磨靖夫氏
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　今回は10月から11月まで毎週水曜日に開催されたステン
ドグラス教室に参加された青山宏さんにお話を伺いました。

　16年前42歳のときに脳内出血で右半身まひになりまし
た。健康福祉プラザには今年の6月からリハビリのために来て
います。家はちょうど堺東駅と堺駅の中間ぐらいの所にあり、
母といっしょに暮らしています。ここに来るときは車で来ます。
車はミニワゴンで後ろに電動車いすをのせて、どこでも行きま
す。今は車が足代わりです。

　リハビリで通っているうちに市民交流センター主催の教室
に興味をもち、これまでにパソコン教室やデジカメ教室を受講
しました。今回はステンドグラス教室を受講しましたが、最初、

青山　　宏さん
ステンドグラス教室

教室参加者
インタビュー

市民交流センター

授産活動支援センター
○セミナー開催

左手だけでできるかなと不安でした。申し込みのときに1、2
回やってみて、できなかったらやめると伝えましたが、今はどう
にか、みんなに追いついています。（市民交流センターでは青
山さんの参加が決まってから、果たして左手だけでステンドグ
ラスがつくれるのか、スタッフ全員で相談し、職員が常時付き
添いで、右手がわりになって、やってみようということになりま
した。教室では毎回職員がガラスを押さえたり、ガラスの周り
に銅のテープをまくような細かい作業をして、青山さんの作業
をサポートしています。）

　ステンドグラス以外にやってみたいのは、前回参加したカメ
ラやパソコンの教室です。高校時代、クラブで８ミリの映画を
撮っていたので、動画には大変関心があります。でもカメラや
撮影機がすべて右利き用なので、私のように左しか利かない
人間には不便です。メーカーにも問い合わせたのですが、そ
のような機械は作ってないそうです。メーカーは、私たち障害
者にも、やさしい製品を開発して売ってほしいと思います。
　
　市民交流センターのパソコン教室では、講師の先生は障害
者に対応した入力機器も紹介してくれ、その点が他のカルチ
ャーセンターと違って、私たち障害者には大変役に立ちます。
健康福祉プラザのリハビリは今年の12月に終わりますが、こ
れからも教室の案内を見て、自分の好きなカメラやパソコン
の教室があったら、申し込もうと思います。

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、

障害のある方々が、社会参加や就労という目的をもって、日中活動の中で
授産活動を紹介するホームページ（http://www.jyusan-sakai.com）

　平成26年10月24日（金）、地域活性化
や障害者の就労支援などに取り組んでお
られる方を講師としてお招きし、「思いを
伝える技術」としてのプレゼンテーション
をテーマに、セミナーを開催しました。
　授産事業としてお菓子を作られている事業所や、障害者の企業等
への就労を支援されている事業所の職員の方が出席され、自分の考
えや思いを相手に伝えることのむずかしさや、どのようにすれば相
手の印象に残ることができるかなどを学びました。
　講師の軽妙洒脱な語り口で、笑いの絶えない明るい雰囲気が形成
され、アンケートで高い満足度の回答をいただくことができました。
　今後もさまざまなニーズにお応えできるセミナーを開催してまい
ります。

授産製品コンクール開催のお知らせ
　平成27年 1月18日（日）10時～15時、堺東商
店街にて行われるイベントと共催で、堺市授産
製品コンクール一般審査を行います。
　堺市内の授産施設から募集した雑貨と食品を
展示し、一般市民の方に試食と観覧の上、好き
な製品に投票していただくイベントです。
　昨年度のコンクールの様子は、ホームページ
で紹介しています。
（http://www.jyusan-sakai.com/授産って
なんだろう/堺市授産製品コンクール/第４回-
平成２５年度/）
＊数字は全角入力
　多くの方のご来場をお待ちしております。
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堺市内の授産活動予定

ボランティアスキルアップ研修

定期開催

北区役所

堺市役所本庁

西区役所

東区役所

美原区役所

北区作業所ネットワーク

エールｄｅさかい

西区作業所ネットワーク

らららEAST

美原区作業所販売会

第3火曜日

第3水曜日

第3木曜日

第4金曜日

第3水曜日

常設店舗

○ギャラリーみなみかぜ
　南区役所　みなみかぜ交流ひろば内

○パッセネットワーク
　アリオ鳳　フードコート内

※開催日やイベント名が変更される場合がありますので、詳細はセンターまでお問い合わせください。

※平成26年1月より、プラットプラットから移転しました。

絵画、料理、写真、園芸などの教室を実施します。多くの方々のご参加をお待ちしています。

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。
を開設しておりますので、ご覧ください。

《授産活動支援センター》電話：０７２－２７５－５０１８　FAX：０７２－２４３－０３３０

　障害者スポーツ「車椅子バスケットボール」を通じて、「自分のことも他人のことも
大切にする心」や「最後まであきらめずに自分を信じてやり抜く力」を育むことを目
的としたフォーラムに市民交流センター職員が講師として参加しました。
　市民交流センター職員、大内も当事者の立場、車椅子バスケットボール選手の立
場から、参加者の皆さんに対して『障害の有無や性別、年齢、どんな状態の人も命が
ある限り、人間である。人間には「出来ること」と「出来ないこと」があり、それを分

かり合い助け合うことが大事である。』と
いうメッセージを送りました。
　講演時間が1時間と短時間であったにも
かかわらず、参加者全員に真剣な眼差しで
聞いていただきました。
　今後も、地域に向けて障害啓発を健康福
祉プラザから発信していきます。

　平成26年11月17日（月）にボランティアスキルアップ研修を開催しまし
た。この研修は、健康福祉プラザにボランティア登録している方を対象に、
障害理解をより深めていただくことを目的として開催している研修です。
今回は、「高次脳機能障害の理解について」を生活リハビリテーションセ
ンターの作業療法士川村明代さんに講義していただきました。16名のボラ
ンティアの参加があり、「名前は最近よく聞くようになったが、詳しくはわ
からなかったので大変勉強になった。」という感想をいただきました。今後
も、健康福祉プラザでボランティア活動をするうえで、必要な知識向上の
ための研修を開催していきります。

福／祉／教／育／支／援
原山台中学校校区　青少年健全育成フォーラム　～本物に触れ合う～
開催日：11月１日（土）
参加者：原山台中学校全生徒・保護者・職員・地域の方　約500名
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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、上野芝駅下車 徒歩約20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」下車 徒歩約7分

◆駐車場〈60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
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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。 電動などろくろを備えています。
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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早いもので、12月となり、今年も残すところ１ヶ月

となりました。

街並みのイルミネーションにも暖かさを感じる

季節ですね。

師走というように、気忙しい月ですが、お風邪

など召しませんように・・・。

今年１年ありがとうございました。

久保田の部屋 プラザを利用された方々から、多くのご意見を頂戴しました。
皆様からいただいたお声の一部を紹介させていただきます。

利用者の声

・プールの利用料金・駐車料金を安くしてほしい。
・障がい者スポーツ指導者養成講習会（初級）の
　プログラムを作ってほしい。
・スタッフがやさしい。
　　　　　　　　　　などの声をいただきました。

貴重なご意見ありがとうございました。
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