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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８号市民交流センターだより

　12月5日（土）、6日（日）に障害者週間（12月3日～9日）の
啓発行事として、障害のある方の福祉について関心を深める
とともに障害のある方の社会参加への意欲を高めることを目
的に「障害者週間」フェスティバルを行いました。二日間で延
べ約1,500名の参加がありました。
　5日には、障害のある方とない方がチームになりいっしょに
行動して課題に取り組むSAKAIユニバーサル駅伝が行われま
した。参加者は助け合いながら、5つの課題に取り組みまし
た。中でも聴覚に障害のあるボランティアさんをさがし、その
方と筆談でコミュニケーションを行う課題では障害について
理解が深まったといった声が多く聞かれました。また、1階ロ
ビーで行われた「季節の小物づくりコーナー」や「みんなで歌
おう」のコーナーも大変にぎわっていました。
　6日には、「心の輪を広げる体験作文」・「障害者週間のポス
ター」の表彰式が行われました。９名の方が受賞され、内６名
の方が参加されました。表彰状と副賞が一人ひとりに授与さ
れ、体験作文で内閣府特命担当大臣賞に選ばれた花谷静さん
の「出会い・巡り会い」の発表をしていただきました。また、
「少しの配慮で誰もが暮らしやすい社会づくり」と題し、株式

会社ミライロの岸田ひろ実氏を講師に招
き、講演会を開催しました。講師自身も
障害当事者であり、実体験に基づいた貴
重な話を伺うことができました。特に、
「ハード」をすぐに変えることは難しい
けれど「ハート」はすぐに変えることがで
きるという言葉が印象的でした。

「障害者週間」フェスティバル開催

株式会社ミライロ
岸田ひろ実氏

次回の交流イベントは、来年４月に「春のプラザ祭り」を開催しますので、ぜひご参加ください。
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市民交流センター

第2回プラザアートフェスティバルを開催

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。

　10月22日（木）～25日（日）に健康福祉プラザにおい
て「第2回プラザアートフェスティバル」を開催しました。
　障害のある方々が制作した芸術作品を展示する
「sakai ARTcation 2015」公募展では、応募総数214
点を1階の体育室に展示し、1,500名以上の方に、ご鑑
賞いただきました。
　今回、体育室での展示や空間のコーディネートは、堺
市新進アーティストバンクに登録されている造形作家
の園川絢也さんをはじめ、ドット・アートコスモさんにご
協力いただきました。
　出展いただいた方々や、ご来館いただいた皆様から
は、「大変見応えがありました。」「作品が生き生きと
展示されていました。」「来年も出展したい。」「豊か
な気持ちになりました。」などのお言葉を頂戴いたし
ました。

　園川さんの
ワークショップ
「Welcome　
EVENT」では、
障害のあるな
いや年齢にか
かわらず、参加
い た だ い た

方々が、大きなキャンバスに思い思いに絵を描き、立体
造形を楽しまれていました。皆さんで作り上げた大きな
キャンバスの芸術作品は、健康福祉プラザ1階ロビー上
方に展示しています。
　また、全国でも有名な障害のある方々の展覧会
「guest ART museum」では、健康福祉プラザにお越
しいただいた方々の心を打つ作品を多く展示しました。
　障害のある方のアートを先進的に支援されている
方々による講演会「guest ART meeting」を開催しま
した。
一般財団法人たんぽぽの家・事務局長の岡部太郎さん、
特定非営利活動法人100年福祉会
片山工房・理事長新川修平さんと川本尚美さん、
NPO法人スウィング・施設長木ノ戸昌幸さん、
社会福祉法人ユウの家・理事長平安末子さん、
5名の講師をお迎えして、アートをとおして障害のある
方の社会的役割を考えていただきました。

　その他のイベントとして、「マジックショー」では、ご
来館者が笑顔で参加してくださり、「まちライブラリー
プラザ「ひといき」でも、多くの方が図書を楽しまれま
した。また、「てづくりあそび」では、雑貨やおもちゃを
皆さんで賑やかに制作されました。「第6回堺市授産製
品コンクール応募製品展示コーナー」では、たくさんの
方々が展示している製品を手に取り、堺市内の授産製
品の質の高さを実感されました。
　来年も、健康福祉プラザにおきまして、個性豊かでエ
ネルギッシュな芸術作品を通して、生きることを支える
アートを体感していただく「プラザアートフェスティバ
ル」を開催しますので、ご支援のほどよろしくお願いい
たします。



　授産活動支援センターは、障害者就労支援施設など
で作られる授産製品や、施設が取り組む作業を市民や
企業に紹介して、販路開拓や施設への業務発注の増加
をめざして活動しています。その一環として、10月21日
（水）と22日（木）の2日間に、大阪勧業展2015へ出展
しました。
　大阪勧業展は、堺市や大阪府などの商工会議所が主
催する大阪府下最大級の企業展示商談会で、今年は金
属や印刷、紙、サービスなどの業種で300社以上が出展
し、のべ8000名以上が来場しました。どの出展ブース
も、ブースをきれいに飾り付けたり、自社製品をサンプ
ルとして配布したりして、より多くの来場者に関心を持
ってもらおうと工夫を凝らします。
　当センターも、選りすぐった授産製品を展示したり、
昨年度に障害者就労支援施設とデザイナーが協力して
開発した製品の試作品を配布したりしてアピールし、少
しでも関心を持っていただけた方には名刺をお渡しし

て連絡先を伝えました。現在は連絡先をいただいた方
へメールや電話で連絡を取り、より詳しく授産活動に
ついて紹介しています。
　初めての展示商
談会であり、不慣れ
な点や戸惑う点は
多々ありましたが、
一度に多くの方に
授産活動を紹介す
るには、とてもよい
機会となりました。
来年度もこういっ
た機会を積極的に
活用し、授産活動
の広報啓発と営業
活動に取り組んで
いきます。
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◯大阪勧業展2015に出展しました

　11月23日（月・祝）に大仙公園で開催され
た第40回堺市農業祭の会場で、18法人の事
業所が参加し障害福祉バザーが開催されまし
た。当センターは、バザー出店者の募集と決
定、出店場所の調整などを行っており、当日
も会場で搬入や準備の対応に当たりました。
雨に見舞われる時間帯もありましたが、多く
の方が来場され、買い物を楽しまれました。

◯第40回 堺市農業祭

　今年度も、堺市授産製品コンクールが開催される時期となりまし
た。堺市内の授産施設から応募された製品が、市民と専門家により
審査され、優秀な製品に賞が贈られます。最初の審査である、市民に
よる一般審査が、堺東商店街の「ガシ横マーケット・プラス」会場で
開催されます。来場された方に、応募施設が展示する製品を見て、試
食して、気に入った製品を選んでいただくイベントです。応募製品以
外にも多くの製品が販売されますので、ぜひお越しください。

◯第6回 堺市授産製品コンクール開催

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

※

写
真
は
昨
年
の
様
子

ホームページで応募製品を紹介しております。http://www.jyusan-sakai.com/堺市授産製品コンクール/

日時：平成28年1月17日（日）午前10時から午後3時30分
会場：堺東商店街　ガシ横マーケット・プラス
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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、上野芝駅下車 徒歩約20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」下車 徒歩約7分

◆駐車場〈60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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　今年もあとわずかとなりました。月日が経つのは
本当に早いものですね。
　皆様、お元気でいらっしゃいますでしょうか。風
邪などひいておられませんか。寒さが日に日に増し
てきますので、暖かくしてお過ごしくださいね。
　今年１年プラザをご利用いただき、誠にありがと
うございました。来年もよろしくお願いいたします。
皆様よいお年をお迎えくださいませ。

久保田の部屋 　平成27年度に入り、12月までで40件あまりのご意見
を頂戴いたしました。貴重なご意見をいただき、ありが
とうございました。利用料金に関することや設備の増
設など改善できなかったことについては、心苦しく思っ
ております。一方、更衣室ロッカーの清掃の充実やプー
ルコースのレーンにカバーを増設するなど予防保全につ
きましては、即座に対応させていただきました。今後も
改善できることは、すぐに対応させていただいて、皆様
にとって利用しやすいプラザをめざしていきます。

利用者の声


