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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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〇まつりだ！まつりだ！

　いつも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。平成31年4月1日に市民交流センターの
所長に就任し1年を迎えます。利用者のみなさまにご不便をおかけすることもありましたがこの1年いろ
いろと経験させていただきました。ありがとうございました。　　　　健康福祉センター　所長　坂口　兼

　プラザ三大イベントである4月の「春のプラザ
祭り」、10月の「アートフェスティバル」、12月の
「障害者週間フェスティバル」には、地域の方々
も含め多くの方々にご参加いただき、楽しくに
ぎやかなイベントになりました。

〇ありがとうございます
　台風の接近で8月、10月に各1日の全館閉館、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため2月には主催事業の取りやめ、3月には研修室等利用の停止をさせていただき
ました。ご不便をおかけしました。利用者のみなさま方には、いつもきれいにプラザ
をご利用いただきありがとうございます。来年度も安全で快適にプラザをご利用
いただけるよう、プラザ一丸となって取組んでまいります。

〇真夏のできごと
　暑い暑い中、紀泉わいわい村で開催したディキャンプやプ
ラザ体育室で開催したわくわくサマースクールで参加者の方と
いっしょに「わいわい」「わくわく」しました。また、大仙校区
夏祭りへの出店や屋上での花火大会観覧の際の臨時警備な
どで日頃からお世話になっています
地域の方々へ厚い厚い感謝を申し上
げます。そのほか、当センターの大
内職員がフランスで行われたパラク
ライミング世界選手権車いす部門で
銀メダルを獲得したことや、ワールド
カップで日本中が盛り上がったラグ
ビー日本代
表が来館さ
れたことで、
全館が熱気
につつまれ
ました。

令和元（平成31）年度をふりかえって令和元（平成31）年度をふりかえって令和元（平成31）年度をふりかえって

初めての絵てがみ教室 堺じゅさんフェスタ ＆ guestARTmeeting

第10回目の堺市授産製品コンクール

タイルクラフト教室デニム生地で作る貼り絵教室
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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。

新規教室をご紹介します！
　市民交流センターでは、年間さまざまな文化芸術・レクリエーション教室を開催しており、年間延べ約100回の
教室を開催し、年間延べ約1,000人の方にご参加頂いております。「色々な事や新しい事を体験してみたい！」
というお声を受けて、今年度は新規教室として、「初めての絵てがみ教室」、「デニム生地で作る貼り絵教室」、
「タイルクラフト教室」の3教室を開講しました。

　「初めての絵てがみ教室」では、野菜や置物など、参加者が描きたい
と思うモチーフを持ち寄って、作品に仕上げました。「絵が下手やから、
上手く書けないわ～。」とおっしゃる参加者もおられましたが、「上手
い、下手は関係ない。下手でいい。綺麗に書くことに囚われずに、筆の
思うままに伸び伸びと書いてください。」との講師のアドバイスに
より、字も味わいが出て、参加者の個性が光る面白い作品がたくさん
できました。完成作品を見ていると心が元気になったり、ほんわかと
温かくなるような気持ちになりました。

　「デニム生地で作る貼り絵教室」では、デニム生地の微妙な色合いや風合いを活
かし、切り取ったデニム生地を組み合わせて、貼り付け、クリスマスやお正月にちなん
だ作品作りを行いました。デニムのポケットの凹凸等を活かしたり、クリスマスツリー
の飾りのアクセントにボタンを貼り付けてみたりと、素材を活かして、アレンジしまし
た。「デニム生地が作品になるという発想がなかったので、最初はイメージが湧か
なかったが、取り組んでみると新鮮で、楽しかった。」と感想をいただきました。

　教室を通じて、参加者同士が交流を深め、教室終了後もプラザで楽しく交流されている姿を見ると作品を作る
だけではなく、参加者同士が交流する場としての意義も大きいと感じています。プラザが憩いの場となるように、
来年度も皆さまに楽しんでいただけるような新規教室を開催していきますので、ご興味のある方は、ぜひご応募
ください。

sakai ARTcation 2019 優秀作品の巡回コラボ展

　10月10日から13日まで堺市立健康福祉プラザで開催したsakai ARTcation 2019の優秀作品16点を、堺市立
文化館「パワーライフアート（開催期間2月5日（水）～16日（日））」および大阪市立美術館「2020ZERO展（開催
期間：2月25日（火）～3月1日（日）」に展示させていただきました。
　普段、障害のある方々の芸術作品に馴染みの薄い多くの方々
にご鑑賞いただきました。
　残念ながら大阪市立美術館が、新型コロナウィルス感染拡大
防止のため2月29日（土）、3月1日（日）は、全館休館となり、両日
の「2020ZERO展」での展示は中止となりました。
　健康福祉プラザは、これからも障害のある方々が制作した作品
を、多くの方々に知ってもらうきっかけを提供していきます。
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障害のある方が福祉施設で取り組む、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

　授産活動支援センターは令和元年度も、障害のある方が施設で取り組む生産活動（授産活動）と企業等を結び
つけるマッチングコーディネートに取り組んできました。またセミナーや人材派遣事業など、授産活動の品質を高め
るための取り組みも行いました。

　施設が作る製品の購入や施設への作業発注の
希望について、令和元年度も多くの方から相談を
受け、昨年と同等の約70件のマッチングを実現
することができました。また営業活動として商談
会（大阪勧業展2019・写真）に出展するなど、
授産活動のPRに努めております。

◆マッチングコーディネート

　就労継続支援B型事業所を対象に、デザイナーを派遣する
人材派遣事業を行いました。
　今年度は4か所の職員とご利用者が、デザイナーと協力し
て、アイデア出しや試作など試行錯誤を繰り返しながら、
パッケージやチラシなどの制作・改善に取り組みました。
（改善例　NPO法人きらっとの古墳キーホルダー）
（左が改善前、右が改善後）

◆人材派遣事業

　授産活動に取り組む施設の職員を
対象に3回のセミナーを実施しました。

◆セミナー

　「食品」を対象に堺市内の施設から製品を募集し、イオン
モール堺鉄砲町と堺市役所での市民投票、専門家による
審査を経て、右の2製品が堺市長賞と金賞に選ばれました。

◆第10回 堺市授産製品コンクール

堺市長賞
なごみトマトケチャップ
（YOU・Iハウス）

2019年6月21日
　工賃向上セミナー（参加者20名）
2019年9月30日
　食品表示セミナー（参加者24名）
2020年1月24日
　販売促進セミナー（参加者17名）

金賞
古墳クッキー（抹茶）
（サニー・サイト）



久保田の部屋
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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

　月日が経つのは本当に早いものですね。令和元年度も健康
福祉プラザをご利用いただき、本当にありがとうございました。
　暖かい日差しを感じるようになってきましたね。春が近づい
てきているのを感じる今日この頃です。
　さて新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2月下旬よ
り各種イベント・教室事業を中止させていただき、また3月上
旬からは研修室等の施設の利用も中止させていただいており
ます。プラザをご利用の皆様には大変ご不便をおかけしてお
ります。一日も早い終息を願うばかりですが、皆様におかれま
しては、ご体調に留意いただき、今後とも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。

　1年間、たくさんのご意見をいただき、
本当にありがとうございました。
　20件余りのご要望等のなかで、公衆電話
の設置や北玄関入口付近の降雨時の清掃な
ど、気持ちよく施設をご利用いただけるよ
う、利便性の向上や安全面の整備をさせて
いただきました。これからも快適に施設を
ご利用いただけるよう努めて参ります。な
お、ご意見内容によっては、ご要望に添いか
ねる場合もございますが、できる限り対応で
きることは速やかに対応するようにいたしま
す。今後とも、利用者サービス向上のため、
きたんのないご意見お待ちしております。
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障害者手帳等をお持ちの方の
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。

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。
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