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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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第21号

　みなさんこんにちは～所長の辻尾です。日頃は、健康
福祉プラザをご利用いただき誠にありがとうござい
ます。
　当プラザは、利用者の皆様や関係機関の皆様方のご
理解・ご協力により、まもなく開設8年目を迎えます。
　この間、大きなトラブルや事故もなく無事運営がで

きましたこと、『ありがとう』の感謝の気持ちでいっぱ
いです。
　大勢の利用者の皆様とふれあい、語り合い、時には
厳しいご意見もいただきましたが、私自身、とても有意
義な1年を過ごすことができました。ここで、この1年間
の主な取組みを振り返ってみたいと思います。

平成30年度をふりかえって平成30年度をふりかえって平成30年度をふりかえって

　天候に恵まれました「春のプラザ祭り」では、
【知ろうパラリンピック】をテーマに、パラリン
ピック正式種目の「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ーフリー映画
「ウィニング・パス」の上映、4サークルによるパフォーマン
スショーなどを催し、多くの来館者に、春のプラザ祭りを楽
しんでいただきました。

　「アートフェスティバル」では、応募作品と
空間を活かした造形物の展示により、体育室
とは思えない華やいだ雰囲気の中で開催され

ました。一点、一点、心のこもったすばらしい力作ばかり
で、大変心が豊かになりました。
　現在、1階エントランスでは、最優秀賞、優秀賞、オー
ディエンス賞及び当日の参加者と共に作成したワーク
ショップ作品を展示していますので、ぜひご覧ください。

　夏休みには小学生を対象に「わくわくサマー
スクール～夏だ！プラザで自由研究！」を開催
しました。

　ボルダリング体験、ふうせんバレーボール体験、障害体験
の3つのプラグラムを通じて、楽しみながら「障害って何だ
ろう」という気づきから始まり、どんな障害があっても
工夫すれば共に楽しむことができることを学びました。

　「障害者週間フェスティバル」は、障害のある方とない方が
共に交流し、理解しあい、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開催しました。今後もプラザは、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をめざし、文化・
芸術・スポーツ等を通じた社会参加や情報発信などの各種支援を行って
まいります。
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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。

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

アートスクールの仲間をご紹介します！
　市民交流センターの文化芸術教室事業として実施し
ている「障害者のためのアートスクール」は、1年間の継
続事業として、精神障害や知的障害、ダウン症、発達障
害等を持ったさまざまな障害のある方が参加され、粘土
造形や絵画、段ボール工作等の創作活動を楽しんでい
ます。

　アートスクールに
2年前から継続的に
参加されている大
村邦仁さんに感想
を聞いてみました。
「僕は発達障害（自
閉症スペクトラム）
と知的障害があり、
日頃は、障害者枠で
事務職として会社
勤めをしています。
アートスクールに参

加する前は芸術に触れる機会がなくて、参加後しばらく
は自由に創作するということを難しく考え、何を作った
らいいのかと戸惑っていました。でも、講師の先生のア
ドバイスのおかげで、とりあえず作っていく中で、少しず
つ作品のイメージを固めていくという過程を楽しめるよ
うになり、創造力や発想力が育まれたと思います。色々
と体験した中で、版画が一番楽しかったですが、今はコ

　平成30年度堺市授産製品コンクールを開催し、堺市
長賞及び金賞の受賞製品が決定しました。今回は新し
い取り組みとして「雑貨のみ」、「堺の地域性を盛り込
んだ製品に加点」という条件で作品募集を行いました。

授産製品コンクール

ラージュに夢中になりそうです。普段できないことがで
きる環境にあるアートスクールに通えることは、貴重で、
誇らしく思います。プラザは自分にとって憩いの場所な
ので、これからもずっと参加したいです。」と感想をいた
だきました。
　大村さんは、最後に「僕は本当は目立ちたがり屋なん
です（笑）色んな交流の場所に出かけて行って、友達も
たくさんできました。自己紹介の場では、アートスクー
ルの話をすることもあるんですよ。自分の障害を色んな
人にもっと知ってほしいです。」と照れ臭そうに笑ってお
られ、普段は物静かで、大人しそうな印象がある大村さ
んの素顔が垣間見えたようで、印象的でした。言葉では
言えない伝わらない思いや気持ちを作品に表現された
り、その延長線上で日常の生活の幅を広げている姿は、
とても生き生きとされていました。
　アートスクールのメンバーは、一人一人とても面白い
個性を持っています。4月からまた新しい魅力を持った
仲間に出会えることをとても楽しみにしています。

　堺市役所とイオンモール堺鉄砲町で市民による投票、
専門家にプレゼンテーションしての採点審査の結果、
上記写真の2製品が受賞製品に選ばれています。
　受賞製品は4月から健康福祉プラザで展示し、授産活
動支援センターのWebサイト（じゅさんあっと堺）でも
紹介する予定です。

堺市長賞
「古墳のたわし」
キャンバス

金賞
「こども用マスク」

堺みなみ
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sakai ARTcation 2018優秀作品の巡回コラボ展
　10月11日から14日まで堺市立健康福祉プラザで開催
したsakai ARTcation 2018の優秀作品17点を、堺市
立文化館「パワーライフアート」及び大阪市立美術館
「2019ZERO展」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。

　「この作品面白い！」「すごく細かな作業をされてい
る。」「もっとたくさんの作品を観たい。」などのお声を
いただきました。
　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。

　平成30年度、授産活
動支援センターが主催
する、第3回目のセミ
ナーを開催しました。
　テーマは「ほんまに
ええの？その対応」と
題して、企業の方や地
域の方との関わりの中で、見落としがちなマナーや心
得、また、クレームの対応方法などについて、具体的な
事例を通して学ぶセミナーとなりました。
　当日は12事業所から15名の参加がありました。参加
者からは、「今日、学んだことを全職員で共有します」な
どのご意見をいただきました。

セミナー開催

パワーライフアート

2019ZERO展
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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。平成30
年度も健康福祉プラザをご利用いただき、誠にあり
がとうございました。
　日に日に暖かい日差しを感じるようになってきま
したね。まもなく春がやってきます。
　　　4月になれば、2019年度が始まります。「春
のプラザ祭り」をはじめ、1年を通じていろいろなイ
ベントを行っていきますので、引き続き、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 　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、スポーツセンター更衣
室内のごみ箱設置や設備の不具合の迅速な修繕など、気
持ちよく施設をご利用いただけるよう、安全面・衛生面
の整備をさせていただきました。これからも安心・安全
な施設づくりに努めて参ります。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
応できることはすぐ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、忌憚のないご意見お
待ちしております。

利用者の声
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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。

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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