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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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わくわくサマースクール
ボルダリング体験
8月3日（土）に小学生を対象とした障害理解を促進

行ったり、公共 機関等にある聴

するイベント「わくわくサマースクール」を開催しまし

覚障害者に関するマークの紹介

た。今年は、全盲のクライミング世界チャンピオンに学

や手話の練習等も行いました。

ぶボルダリング体験、片マヒなどの障害のある方の不

最後には、
「覚えたよ！」と紹

便を解消する自助具の体験、聴覚障害者とのコミュニ

介した手話を披露してくれたり、

ケーションの方法を学ぶ体験の3つのプログラムを行い

「とても楽しかった。来年もまた

ました。

来たい！」などの感想をいただき

当日は、21名の小学生にご参加いただき、ボルダリ

ました。今日学んだことを活かし

ング体験では、ボルダリングの壁をアイマスクを装着し

て、子どもたちには将来、障害の

て登る 練 習をしたり、ほ か の 参 加 者 が 登る際 には、 有無を問わず、周りの人を思いや
「ガンバ！ガンバ！」と一生懸命、応援している子ども

れる心の優しい人間に成長し、誰かのために貢献でき

たちの姿が印象的でした。

る人間になってもらいたいと思います。

自助具体験では、お箸やペットボトルの自助具等を
使って、リレー形式で利き手ではない手でいかにスムー
ズに日常生活動作ができるかの競争を行いました。聴
覚障害者とのコミュニケーションの方法を学ぶ体験で
は、参加者同士で声に出さずにジェスチャー、口話、筆
談等を駆使して、自分の意思を相手に伝えるゲームを
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大仙校区自治会が開催される夏祭りに健康福祉
プラザと、今年は隣の施設じょぶライフだいせんと
共同で、1回で輪投げ、スーパーボールすくい、ター
ゲットボードを楽しめるお店を出し、約800名の方
にご来店いただきました。
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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。

短冊に願いを込めて！
6月28日（金）〜7月7日（日）にかけて、健康福祉
プラザ1階玄関エントランスホールに笹を設置し、短
冊記載スペースを設けて、健康福祉プラザにご来館
された方々に願い事を書いて、笹に飾っていただき
ました。
今年は、全部で171枚の短冊を飾っていただきま
した。短冊には自らの向上心や挑戦を書いたものや
平和を祈ったり、他者を思いやるような内容が書か
れていました。見ているだけで、前向きな気持ちに
なりました。皆さまの短冊の内容が全て叶いますよ
うに職員一同、願っております。

PL花火大会に合わせて臨時警備を行いました
8月1日（木）にPL花火大会が開催されたことを受
け、例年通り安全確保のため臨時で屋上庭園の警備
を行いました。またご来館者サービスとして、無料
で水風船釣りを実施し、多くの子どもたちからご好
評いただきました。昨年に続いて今年も天候に恵ま
れ、屋上に集まられた約150名のご来館者が、美し
い花火を鑑賞されました。ご来館された方の中に
は、
「知り合いからプラザでPL花火を見られると聞
いてきた」とおっしゃられる方もおり、このようにプ
ラザが地域の方から親しまれていることをとてもう
れしく思います。
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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。

「堺じゅさんフェスタ」＆
「guestARTmeeting」開催
例年は別日に開催している「堺じゅさんフェスタ」と「guestARTmeeting」を、今年は共同で開催しました。
「障害のある方のアートと仕事」を全体のテーマとして掲げ、先駆的に障害のある人とアートを結びつける活動を
しているGoodJob!センター香芝の所長森下静香さんと市民交流センター職員との対談やGoodJob!センターと
堺のアート雑貨などの販売や子どもにうちわづくりの
体験を行い、100名以上の方にご参加いただきました。

ラグビー日本代表チームが来館されました
7月30日（火）、堺市で強化合宿中の
ラグビーワールドカップ2019日本代 表
チームから、8名の選手が健康福祉プラザ
に来館されました。歓迎セレモニーでは
当施設のご利用者から花束を贈呈と記念
撮影を行って、その後にプラザのご利用
者と交流しました。ご利用者も大変喜ば
れ、何度も選手と握手を交わされていま
した。日本代表チームの健闘をお祈りし
ます。
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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

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）

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

堺市立健康福祉プラザ

N

堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号
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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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（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
9月に入り、鈴虫の鳴き声が聞かれるものの、日
中はまだまだ酷暑の日が続いています。皆様、いか
がお過ごしでしょうか。
秋は、芸術の秋とも申します。10月10日（木）〜
13日（日）には、sakai ARTcation2019を開催
いたします。4日間作品を展示しておりますので、
ぜひ作品の鑑賞にお越しください。お待ちしており
ます。
引き続き、堺市立健康福祉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。

日々、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。
令和元年度に入り、いただいたご意見は、これま
でで11件ありました。職員の接遇に関することや公
衆電話の設置など、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、対応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。た
だ、ご要望の内容によっては、対応しがたい場合もご
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。

