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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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作品募集のお知らせ

　皆様こんにちは～所長の辻尾です。平素は、健康福祉
プラザをご利用いただきありがとうございます。また、
利用者の皆様や関係機関の皆様方の温かいご理解と、
力強いご支援ご協力により、当センターも開設7年目を
無事迎えることができました。
　開所後6年間で構築しました、プラザ内外の関係機関
との連携・協力関係を一層強化することにより、当セン
ターが「障害のある方々の社会参加と地域生活を支援

平成30年度の取り組みについて平平平平成成成成333000年年年年度度度ののの取取取りりり組組組組みみみみににににつつつついいいてててて平成30年度の取り組みについて平成30年度の取り組みについて

目標設定項目 目標設定数値

・有責による事故発生件数0件をめざします１．適正な管理運営の確保

・利用者アンケート調査において、「とても良い」、「良い」と回答
　された方の割合が全回答者数の85％以上
・交流イベントの参加者数年間1,800人以上　
・文化芸術・レクリエーション教室の延参加者数年間1,000人以上を
　めざします

２．利用者サービス向上への取り組み
　（市民交流センターの事業成果）

・収支計画書の1％以上削減をめざします３．事業収支の実績

するとともに、障害者と市民の方々が交流を通じて、相
互理解を深める拠点施設」として、機能をさらに発揮で
きるよう、引き続き、その先頭に立って取り組みます。
　平成30年度の事業計画においても、「適正な管理運
営の確保」、「利用者サービス向上への取り組み」、「事
業収支の実績」に関して、下記のとおり目標数値を設定
し、常に、利用者目線で、安全で快適な施設維持管理と
利用者サービスの向上に努めてまいります。

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。〉

◆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月中旬ごろ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11日（木）～14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2日（月）～9月14日（金）必着　※土日祝除く
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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

　今年度も堺市上下水道局様より、三宝水再生センタ
ーで開催された三宝あじさいまつり会場で、授産施設
が出店するスペースをご提供いただきました。

三宝あじさいまつりが開催されました

春のプラザ祭り春のプラザ祭り春のプラザ祭り
　平成30年4月21日（土）堺市立健康福祉プラザで「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「知ろうパラリンピック！」をテーマにパラリン
ピック競技「ボッチャ」の体験コーナーや車いすバス
ケットボールを題材にしたバリアフリー映画「ウィニン

グ・パス」の上映
を行い多くの参加
者に楽しんでいた
だきました。パ
フォーマンスイベ
ントとして、「和太
鼓サークルどん
舞」様「NPO法人
ボノボきら☆きら

クラブ」様「手話パフォーマンスDDD」様「NPO法人
近畿車いすダンスクラブ」様にご出演いただき、感動を
参加者にご提供いただきました。また「平成29年度　
堺市授産製品コン
クール表彰式」で
は、狭間惠三子堺
市副市長から受賞
された事業所の利
用者の皆様に表彰
状を授与していた
だき、皆様とても喜ばれていました。
　そのほか「点字体験」「記憶力チェックコーナー」「お
遊びコーナー」「減農薬野菜販売」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。

　あじさいの鑑賞ルートに設けられたテントで施設が
交代で出店し、多くの来場者が足を止めて飲料や授産
製品を購入されました。雨に見舞われた日もありまし
たが、多くの方に施設の商品を見ていただく機会とな
ったのではないかと存じます。このような機会を今後
も提供できるよう、広報や啓発に努めてまいります。

和太鼓サークルどん舞 NPO法人ボノボきら☆きらクラブ 手話パフォーマンスDDD NPO法人近畿車いすダンスクラブ
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新規教室スタート！新規教室スタート！新規教室スタート！

　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会を
行います。ボランティア活動に興味・関心のある方、まずは説明会へお気軽にご参加ください。

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～

■日　時：平成30年8月25日（土）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17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

羊毛フェルト教室

　市民交流センターでは、「障害があっても、新しいこ
とにチャレンジしたい。」とのお声を受けて、今年度は
「羊毛フェルト教室」、「トールペイント教室」、「フラ
ワークラフト教室」等の新規教室を企画しています。
　「羊毛フェルト教室」は、羊毛を特殊な針（ニード
ル）で固まりになるまで刺していき、動物等の作品作り
をする手芸です。最初は手をうっかり針で刺したりする
人もおられましたが、徐々に扱いにも慣れ、参加者全員
が素敵な作品を作り上げ、「次は、家で飼っているペッ
トを作品にしてみたい。」と継続して意欲を見せられる
参加者もおられました。
　「トールペイント教室」では、参加者は初めてトール
ペイントに挑戦されている方が大半で、細やかな筆
使いが求められるペインティングには、悪戦苦闘されて
いましたが、一つ一つの工程をていねいに仕上げてお
られました。「母の日にお母さんにプレゼントする。」と
気持ちを込めて制作されている方や半身麻痺の方で、
職員が補助しながらも一生懸命、筆を運ばれている姿
は印象的でした。「苦労した部分もあったが、やりがい
があって、楽しかった。」「売っているトールペイント製

品がこんなに手間ひまかかって作られていることを
知って、おどろいた。」というお声をいただきました。
堺市内の障害のある方が通う就労支援事業所等でも
授産製品の一つとして、トールペイント製品を手作りさ
れておられることや実際の商品をご紹介すると、「とて
もていねいに作られていて、可愛い。」「今度、バザーに
行ったときに購入したい。」と大変好評でした。
　市民交流センターの教室は作品作りすることだけを
目的としているのではなく、参加者同士が近況を語り
合ったり、完成した作品を品評したりしています。教室
を通してたくさんの方と交流することで、障害の有無は
関係なく、誰もがやりがいや自己肯定感を感じ、プラザ
が友だちと交流できる日常的な居場所作りになること
を大切な目的の一つとして実施しています。参加者
からも「いろいろな教室で他参加者と交流できるのが
楽しい。」とお声をいただき、毎回、和やかで楽しい
雰囲気で開催しています。
　今後も多くの方々に楽しんでいただき、利用者の繋
がりを作っていけるような教室を企画して参りますの
で、ぜひご参加ください。

トールペイント教室 初夏の和菓子教室新企画！ 新企画！ 大好評！

羊毛フェルト教室・トールペイント教室・フラワークラフト教室
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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〉
　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

　季節の変わり目で、気温の変動に体がついて
いかない日が多いですが、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参加者を募集して
おります。また、4階屋上庭園には、テーブルや
チェアを設置しておりますので、休憩等にご活
用ください。
　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。

久保田の部屋 　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。いただいたご意見の中から主なものを紹介します。
　「コイン返却式の傘立てを設置してほしい。」とのご要望
がありましたが、鍵の紛失等が想定され、設置は難しいと考
えております。また、「精神障害や知的障害のある方が一緒
にできる、ソフトボールの練習会をしてほしい。」とのご要望
については、すでに実施しており、より多くの方にご参加いた
だけるように、今後は周知の仕方を工夫してまいります。
　対応できることはすぐに対応し、皆様が利用しやすい施設
づくりをめざしていきます。
　これからも、いろいろなご意見お待ちしております。
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障害者手帳をお持ちの方の
駐車料金は全額免除となります。

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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