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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10号市民交流センターだより

健康福祉プラザは4月よりSNS（ソーシャルネットワーキング
サービス）のLINEにて、情報発信を行っております。
ぜひ、「友だち追加」をしてくださいね！！

プラザボランティア説明会のご案内

◎福祉出前事業

　みなさんこんにちは～所長の辻尾です。
　平素は、堺市立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5年目を無事迎えることができ

ました。
　今後も、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。
　ここで、平成28年度の当センターの主な取組みをご
紹介させていただきます。

市民交流センターの主な取組みについて

LINE＠始めました！

　4月に施行されました「障害者差別解消法」を踏ま
え、当センターの専門性やノ
ウハウを生かし、小中学校や
地域・企業等に積極的に出向
き、障害や合理的配慮につい
ての理解を広めます。

◎文化芸術・レクリエーション事業
　書道・絵画・陶芸などの文化教室やパソコン・料理・編
み物などのレクリエーション教
室の開催、芸術作品を募集しア
ートフェスティバル（展示会）の
開催など、障害のある方の社
会参加と交流を支援します。

◎交流イベント事業
　プラザボランティアのご協力を得て、春のプラザ祭
り、障害者週間フェスティバ
ルなどのイベントを開催し、
障害のある方とない方が、共
に楽しみながら交流し、相互
理解を深めていきます。

◎授産活動支援事業
　市内の障害者就労施設が取組む仕事やものづくり
（授産活動）を支援するため、
発注側の企業等と受注側の施
設とのマッチングを通じて、
積極的に役務や販路拡大に向
けた営業活動に取組みます。

スマートフォンなど
でQRコードを読み
とってください。

　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、ぜひお気軽にご参加ください。

◆日時：平成28年8月5日（金）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：7月29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。
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第4回 春のプラザ祭り

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

　平成28年4月16日（土）堺市立健康福祉プラザで「第4回　春のプラザ
祭り」を開催し、800名以上の方々にご来館いただきました。
　「第6回堺市授産製品コンクール表彰式」では、竹山修身堺市長から受
賞された事業所の方々に表彰状が渡され、皆様とても喜ばれていました。
　そのほか「フォークシンガー役所タケシの即興モノマネ弾き語りライ
ブ」「バリアフリー映画上映」「お遊びコーナー」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。

府立大学友好祭に出展しました
　5月28日（土）と29日（日）、大阪府立大学友好祭に
出展しました。
　4回目となる出展で、製品を販売される授産施設の方
と、ボランティアとしてご協力下さった学生さんとの連
携も、格段にスムーズになりました。
　雨が降る時間帯もありましたが、出展場所について
は昨年同様に人通りの多い場所を確保でき、多くの方
にご来店いただけたと喜んでおります。売上もさること
ながら、このように授産施設と学生さんが協力して出展
することや、多くの方に障害のある方の就労について理
解していただくことが、一層の障害福祉の向上につな
がると期待しています。

　今後もこのような機会を確保できる様努めてまいり
ます。

市長が授産製品販売を見学中

子どもたちがクラフト体験に夢中

聞いて楽しい即興モノマネライブ

関西大学ボランティアサークルWEVOと
子どもたちが車いすでレクリエーション

表彰状授与
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市民交流センター

○新規教室続々スタート！ 皆さんのご参加お待ちしています。

市民交流センターでは、より多くの市民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。

　市民交流センターでは、今年度から文化芸術・レクリ
エーション教室として、「木工工作教室」、「和菓子教
室」、「季節の家庭料理教室」等の新規教室を開催して
います。
　子どもの日には、
木工工作教室を開
催し、国産の木を使
って、六角形の小物
入れを作りました。
組立て次第で自由
な形にできるので、
自由度があり、障害のある方も楽しみながら、「国産の
木はいい匂いがするね。」など話しながら、作っていま
した。
　「和菓子教室」では、堺市にある老舗の和菓子店
「宝泉菓子舗」の三代目の前田崇之氏に講師としてお
越しいただき、動物やキャラクターなど、自由に成形し
ながら練りきりという生菓子を作りました。「どんな形
になっても、それはあなたにしか作れない形です。だか

ら、楽しんで作ってください。」という講師の言葉で、
雰囲気も和やかになり、参加者全員が自分の作品を誇
らしげに持ち帰られました。
　教室によっては、障害のある方ない方が協力して作業
し、相互の助け合いをすることで、障害理解につながっ
ています。今後も多くの方々に楽しんでいただける教室
を企画して参りますので、ぜひご参加ください。

　堺市立健康福祉プラザは、障害のある方とない方が交流を通じて
相互理解することを目的に事業展開する拠点施設です。
　専門性を生かした職員を小中学校や地域・企業等へ派遣するこの
事業は、障害理解を通した街づくりの視点で取り組んでおります。
　昨年度は、10か所へ訪問させていただき、約750名の方にご参加
いただきました。
　今年度は、4月･5月で5か所へ訪問させていただき、約460名の方
にご参加いただいております。

健康福祉プラザ「福祉出前事業」

福祉出前事業のご相談は、お気軽に市民交流センター（072-275-5017）まで。
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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〈65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
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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（18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（18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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　梅雨時期になり、雨の日が多くなってきま
したね。
　外出を控えたくなる季節ですが、間もなく
夏がやってきます。
　冷たいものがほしくなりますが、体のこと
を考え、ほどほどにしましょう。
　早寝早起きを心がけ、元気に暑い夏を乗り
切りましょう。

久保田の部屋 　公衆電話の再設置や65歳以上の
方への利用料金のシルバー割引を求
めるご意見を頂戴しました。できるこ
とはすぐに対応させていただきます
が、なんともしがたいご意見（ご要
望）もございます。ご要望に添いかね
ることもあるかとは思いますが、ご
理解くださいますよう、お願いいたし
ます。

利用者の声


