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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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　12月9日（土）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
ことを目的に「障害者週間」フェスティバルを開催しま
した。
　本年度からは、プレイベントとして、2日～8日に堺市
内で活動している地域活動支援センターパネル展や関
西大学と連携した障害者スポーツのボッチャ体験、堺
市精神保健福祉セミナーなど、様々なイベントを開催
いたしました。
　9日には、自閉症をテーマにしたバリアフリー映画の
上映や「ひといきリレー講座」でのアロマによるがん治
療の予防に関する講演会、午後からは「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
受賞者に表彰状が授
与されました。

　また、講演会「ピープルデザインの今～クリエイティ
ブに意識のバリアを壊す仕掛け～」では、講師のNPO
法人ピープルデザイン研究所代表理事である須藤シン
ジさんより、障害のある方や外国人、妊婦さんなどたく
さんの方々が街で生活していて、そういった方々を気
軽にお手伝いするには、まずは知ったり、関わるきっか
けが必要であり、その仕組みとしてピープルデザインは
「ヒトづくり」「モノづくり」「コトづくり」「シゴトづくり」

「障害者週間」フェスティバルを開催「障害者週間」フェスティバルを開催「障害者週間」フェスティバルを開催
があることやモノづくり
で生み出された、いろい
ろな人が使いやすい傘・
雨合羽・シューズなどを
ご紹介いただきました。
須藤さんのお話は、おも
しろい内容も多く終始
笑顔の絶えない講演会
となりました。

　また、プールでは、
バルセロナ/アトラン
タオリンピック競泳
日本代表の千葉すず
さんによるスイムクリ
ニックが開催され、約
30名の参加者が水泳
指導を受けました。
　精神障害を抱えながら元気に生きている方々の作品
展「堺市精神保健福祉セミナーギャラリー」では、発達
障害を抱える方の映像を通した疑似体験ができたり、
イラストや絵画などの個性のある作品が展示されま
した。
　その他、難病患者団体によるお餅つきの実演販売や
奈良県産の新鮮野菜や加工品、作業所による授産製品
等、販売コーナーも大盛況でした。
　以上のようにプレイ
ベントを含めた様々な
イベントが実施され、
延べ約1,60 0名もの
方々にご参加いただく
ことができました。
　今後も健康福祉プラザは、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、文
化・芸術・スポーツ等を通じた社会参加や情報・コミュ
ニケーションなどの各種支援・事業の拡充を図って参
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 市民交流センターでは、より多くの市民の皆さん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。

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

　2日間のイベント期間中、来場された様々な業種の方
に合計約500枚のパンフレットを配布し、授産活動支
援センターの役割や、障害者施設の活動について紹介
しました。
　パンフレットを受け取られた企業の方から後日、具
体的な業務のご相談をいただき、障害者施設とマッチ
ングいたしました。
　今後も引き続き、様々な機会を通してセンターと授
産活動の情報を発信してまいります。

大阪勧業展に出展

第4回プラザアートフェスティバルを開催

10月18日（水）、19日（木）に「大阪勧業展2017」（大阪商工会議所等主催の企業展示商談会）
に出展しました。

　10月26日（木）～29日（日）健康福祉プラザにおいて
「第4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 2017」では、応募作品234点すべてを体育
室に展示し、1,700名以上の方々に、ご鑑賞いただきま
した。
　会場の空間レイアウトや展示は、毎年恒例となった
造形作家の園川絢也さん、ドット・アートコスモさんにご
協力いただき素敵な雰囲気に仕上げていただきました。
　ご来館いただいた皆様から、「制作した作品をたくさ
んの人に見てもらえる場を提供していただきありがとう
ございます。」「初めてこういう作品展に来て感動しま
した。」「毎年とても素敵です。出展したものをすべて
展示していただけるのが本当にうれしいです。」などの
感想をいただきました。

guest ART meeting
　アトリエライプハウスの大澤辰男さんにご登壇いた
だき、ライプハウスに通われるアーティストや作品、展覧
会のご紹介をいただきました。また、芸術活動をされて
いる方が展覧会などの目的を持つことにより、ご本人や
ご家族が今まであきらめていたことにチャレンジする
というお話をしていただきました。

　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イベントを開催しますので、
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様並びに審査いただいた皆
様、多くの関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
　ありがとうございました。
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guest ART museum

　「障害者週間」フェスティバルのプレイベントとし
て、障害者施設の商品を販売するお店PASSERと協力
して、スイーツ（提供　青い鳥、はたけの家ぼだい）を
一般の方に試食していただきアンケートにお答えいた
だく、「PASSER　スイーツ試食会」を開催しました。
参加者からは「とてもおいしい」や「珍しいお菓子があ
って、楽しみだったのでうれしい」と大いに楽しんでい
ただけています。
　一方で、「もう少し、しっとりしていると食べやすい」
や「パッケージにイラストや写真を使うと商品の特徴が
わかりやすい」といった、商品改善に役立つご意見もい
ただけました。ご参加くださった皆様、ありがとうござ
いました。

PASSERスイーツ試食会

　1階エントランスホールにて、口と足で描く芸術家協
会様のご協力のもと、南正文さんの作品を展示しまし
た。同時に、堺市立えのきはいむの子どもたちがアート
を楽しんでいる様子も展示させていただきました。

マジックショー
　プラザアートフェスティバルの恒例、マジックショー。
大阪泉北ワイズメンズクラブの小路さんと寺岡さんに
参加者の皆さんを楽
しく驚かせていただ
き、みんなが笑顔に
なる素敵なイベント
になりました。

　開催期間中、園川絢也さんにご来場いただいた皆さ
んと一緒に大きなキャンバスにアートを施すワーク
ショップを開催していただき、ご参加いただいた子ども
から大人まで、皆さん笑顔で楽しんでおられました。

work shop
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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〈77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（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。

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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　街路樹のイルミネーションを見るたびに、冬を
感じる今日この頃です。寒い日が続きますが、い
かがお過ごしでしょうか。風邪などひかれません
ように、体調管理に努めていきたいですね。
　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。
　来年も各種教室の開催やアートセミナーなど、
様々な催しを企画しておりますので、ふるってご
参加ください。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。

久保田の部屋 　日頃、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、「〇〇センターのプログラムに参加したが、
スタッフの対応が良かった」「屋上庭園に机と椅子が設
置されてありがたい」など70件あまりのご意見いただき
ました。利用者の皆様が快適に当施設を利用していただ
けるように、接遇力を高め、対応できることは、これから
も迅速に対応させていただきます。一方で施設の運営上
対応が難しいケースもございますので、ご理解いただけ
れば幸いです。
　これからも、いろいろなご意見お待ちしております。
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