
発行：堺市立健康福祉プラザ 市民交流センター　〒590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3番1号　tel.072-275-5017　fax.072-243-0330

平成28年3月発行

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９号市民交流センターだより

　平成28年1月15日（金）今年最初のイベント「JAZZライブ」を
プラザ1階エントランスで開催しました。
　110名の皆様にご参加いただき、3名のアーティストにご出演い
ただきました。

　3人が織り成すハーモニーで、健康福祉プラ
ザ1階に、日常にない癒しの空間を、利用者や
地域の方々にご提供できました。

　みなさんこんにちは～市民交流センター所長の辻尾
です。寒暖差の激しかった冬も終わり、ようやく春の兆
しが訪れる季節となり、過ごしやすくなりましたね～ま
た、この１年間も、大勢の利用者の皆様と共にふれあい、
語り合い、時には厳しいご意見もいただきましたが、皆
様の温かいご理解と力強いご支援ご協力により、当セン
ターの平成２７年度事業も計画どおり終えることができ
ました。『ありがとう』の感謝の気持ちでいっぱいです。
　さて、プラザの三大イベントであります、４月の「春の
プラザ祭り」、１０月の「アートフェスティバル（作品
展）」、１２月の「障害者週間フェスティバル」では、障害
のある方、障害のない方が共に楽しみながら、交流が深
められるよう、回を重ねるごとに内容を充実させ、障害
のない方の障害に対する理解や関心をより一層深める
ことができる場として、多くの市民の皆様にご参加いた

だけるよう、ボランィアの皆さんの協力も得ながら取り
組んで参りました。
　その他「わくわくサマースクール」、「芸術文化教室」、
「ボランティア養成講座」、「授産製品コンクール」など、
盛りだくさんの事業を展開し、参加者からは「ぜひ来年
度も実施してほしい」などの声を多くいただきました。
　また、最近特に実感することは、市外、府外からもプ
ラザに見学に来られる方が本当に増えたことです。
　このようにプラザが多くの方に認知され、プラザに対
する期待感を強く感じると同時に、責任感が強く湧い
てきます。
 今後も、プラザの良さや強みをさらに充実させ、また、
弱みを克服するよう、もうひと踏ん張り、ふた踏ん張
り、頑張らねばと、職員一丸となって『チームプラザ』
で、取り組んで参ります。

【春のプラザ祭り】 【アートフェスティバル】 【障害者週間フェスティバル】

出演　北川真美（ボーカル）
　　　能勢英史（ギター）
　　　鈴木孝紀（クラリネット）

（金）今年最初 イ ト「JAZZ イブ」を

～「JAZZライブ」を開催～

平成27年度を振り返って
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市民交流センター

○各教室への参加ありがとうございました！

sakai ARTcation 2015最優秀賞受賞者個展

「空想動物園～米村博幸展～」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。

　平成28年2月3日（水）～19日（金）の期間に、sakai 
ARTcation 2015最優秀賞受賞者である、米村博幸さ
んの「空想動物園～米村博幸展～」を、健康福祉プラザ
1階エントランスホールで開催しました。期間中の来場
者は、延べ約800名。
　米村さんの作品は、陶芸で実在しない空想的動物を
立体的に制作します。

　造形作家の園川絢也さんとドットアートコスモのメン
バーに展示していただき、動物園の空気感を演出して
いただきました。
　鑑賞いただいた方々からは、「かわいい動物たちだ」
「作者の個性がすごい」など、賞賛のお声をたくさんい
ただきました。
　12日（金）には、米村さんと事業所の皆様がご来館
いただき、動物園を見学していただきました。米村さん
も皆さんも本当にお喜びいただき、企画運営した市民
交流センターも嬉しかったです。
　これからも、アートを通して人の交流ができる場を
提供していきます。

　平成27年度市民交流センター文化芸術事業として、
障害のある方ない方問わず楽しんでいただけるレクリ
エーション教室（薬膳料理教室、マクロビスイーツ教
室、アロマクラフト教室、子ども創作教室など）、障害
のある方の文化芸術活動を活性化する文化芸術教室
（絵画教室・陶芸教室・障害者のためのアートスクール
など）を延べ111回開催しました。
また、平日は障害者事業所や学校
等へ通われている参加者のために
土日の教室を多数開催し、年間延
べ約900人の方々にご参加いただく
ことができました。
　コミュニケーションを取ることが
むずかしい知的障害や精神障害の
ある方が参加されていますが、個性

や感性にあふれ、創作活動をすることによって作品を通
して自己表現をされています。その時の表情はとても
生き生きして、その表情で楽しさが伝わってきます。
　来年度も一人でもそのような方を増やしていけるよ
う、さまざまな教室を企画していきますので、これまで
ご参加いただいていない方も、ぜひご参加ください。

大小さまざまな空想動物たちは26匹 sakai ARTcation 2015最優秀賞受賞者　米村博幸さん



　堺市社会福祉協議会と健康
福祉プラザ指定管理者の共催
で、2月1日（月）堺市立総合福
祉会館にて社会福祉協議会ボ
ランティア相談員と障害福祉
施設職員の合同研修「つなげ
よう、広げよう、障害福祉ボラ
ンティア活動の輪！」を開催し
ました。講師に大阪教育大学准教授新崎国広先生をお
招きし、ボランティア相談員46名、障害福祉施設職員
24名が参加されました。この研修は、市民交流センタ
ーが事務局を担う堺市内における障害福祉に関するボ
ランティア活動の活性化について検討する障害福祉ボ
ランティア推進会議において、より障害福祉ボランティ
ア活動のすそ野を広げていくためにはボランティア相

談員と障害福祉施設職員双方がボランティア活動に対
する思いを共有・共感することが大切だという意見か
ら企画することになりました。
　内容は、①「障害福祉施設の立場から」障害者支援
施設所長に②「ボランティア相談コーナーの立場から」
社会福祉協議会職員に③「ボランティアグループの立場
から」ボランティアグループ代表にそれぞれの立場から
お話いただきました。その後、新崎先生によるまとめの
講義、最後にグループワーク「障害者支援ボランティア
養成のためのアイデア出し」を行い終了しました。
　福祉施設職員からは、「今までボランティア相談コー
ナーとの関わりは、ボランティア募集依頼票を出す紙
だけの関係だったが、ボランティア相談員と顔の見える
関係になれたのでよかった」、「ボランティア相談コー
ナーの役割を知ることができてよかった」といった声
やボランティア相談員からは「障害福祉施設のことを
知ることができてよかった」「今後、各区でこのような
施設との交流の機会がもてたら」といった意見も出さ
れました。
　今回の研修を機に、今後障害福祉施設職員がボラン
ティア活動について気軽にボランティア相談コーナー
へ相談し、相談員との情報交換やボランティア紹介を
通して障害福祉施設におけるボランティア活動の活性
化につながっていくことを願います。
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「つなげよう、広げよう、障害福祉ボランティア活動の輪！」
研修を開催しました

　平成28年2月18日に健康福祉プラザで第6回堺市授産製品コンクールの本審査が行われ、受賞
製品が決定しました。受賞製品については、「春のプラザ祭り」（4月16日開催）で販売予定です。

第6回堺市授産製品コンクール　受賞製品決定

今年度の受賞製品

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

《堺市長賞》
ホワイトチーズ
（出展　青い鳥）

ホームページで受賞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/

大阪教育大学准教授
新崎国広先生

《雑貨部門金賞》
レインボーフロッグ 押しピンセット

（出展　アトリエｈａｎａ）

《食品部門金賞》
アーモンドサブレ プレーン／抹茶

（出展　ゆめ工房）
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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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　日差しに暖かさを感じる日が増えてきましたね。春到来といったと
ころでしょうか。
　平成27年度もプラザをご利用いただき、ありがとうございました。
平成28年度も4月に行う『春のプラザ祭り』をはじめとするイベン
ト、プラザ内の各センターが実施する多様
なプログラムを予定しておりますので、ぜひ
ご参加ください。プラザへの皆様のお越し
を心よりお待ちしております。

久保田の部屋 　平成27年度は50件あまりのご意見
を頂戴しました。ご意見を投函いただ
いた皆様、誠にありがとうございまし
た。ご意見を検討し、皆様が『安全・
安心』に気持ちよくプラザをご利用い
ただけるよう施設維持等に努めてまい
りますので、今後とも忌憚のないご意
見をくださいますよう、お願い申し上
げます。

利用者の声

をはじめとするイり』をはじめとするイベン


