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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14号市民交流センターだより

　みなさんこんにちは～所長の辻尾です。今年も早や
梅雨の季節となり、大変、蒸し暑い日が続いています
が、健康には、くれぐれもご留意してくださいね。
　さて、当センターは、平成29年度から33年度の5年
間も、引き続き健康福祉プラザの指定管理者として、堺
市より指定を受けました。
　気持ちを新たに職員一同「チームプラザ」で、障害の
ある方の社会参加、地域生活を支援するとともに、障
害者と市民の方々が交流を通じて相互理解、障害理解

を深めることに全力で取り組んでまいります。
　なお、平成29年度も、①文化芸術・レクリエーション
事業、②交流イベント事業、③障害理解促進事業、④授
産活動支援事業を中心に多種多様な事業展開を図って
参ります。
　また、常に利用者様の目線で利用者サービスの向上
と、安全・安心、快適な施設運営づくりをめざし、「あり
がとうの感謝の気持ち」をいつも大切に、皆様ととも
に、この1年を歩んでいきたいと考えています。

　平成29年4月15日（土）健康福祉プラザで「春のプラザ祭
り」を開催し、約830名の方が来場されました。

　当日は、視覚支援学校
の同窓生で構成されるユ
ニット「心の音」によるコ
ンサートにはじまり、盲
導犬ふれあいコーナーや
視覚障害者のスポーツ競
技であるサウンドテーブ

ルテニスの体験やバリアフリー映画会等、視覚障害につい
て理解を深めるさまざまなイベントが実施されました。
　盲導犬ふれあいコーナーでは、参加者は普段、間近で見る
機会が少ない盲導犬とのふれあいを楽しみ、訓練士による
盲導犬のお仕事の話に熱心に耳を傾けていました。また、バ
リアフリー映画会では、状況説
明の副音声と日本語字幕付きの
映画を障害のある方もない方も
共に楽しまれていました。
　会場には堺市長も訪れ、盲導
犬との歩行体験やサウンドテー
ブルテニス体験等に参加されま
した。
　アンケートでは「コンサートも
映画もとても感動した」「子ど
もに盲導犬の存在を教えること

平成29年度事業の開始にあたって

第４回 春のプラザ祭り第４回 春のプラザ祭り第４回 春のプラザ祭り

ができてよかった」「視覚障害についてすごく勉強
になった」といった感想をいただきました。
　これからも、市民交流センターでは体験や交流イ
ベントを通じて市民の方々への障害理解の向上に
努めてまいります。



　市民交流センターでは、「障害があるが、どんなこと
に自分が向いているのか知りたいため、幅広い教室を
開催してほしい。」との利用者の方からのお声を受け
て、年間、多種多様な教室を開催しています。上半期は、
「クレイクラフト教室」、「手作り石けん教室」などの新
規教室を開催し、下半期では「エコクラフト教室」、「お
菓子教室」、「パステルアート教室」などの教室も順次、
開催予定としています。
　「クレイクラフト教室」では、ソフトクレイと呼ばれる
とても柔らかい粘土を使って、粘土造形を行い、素敵な
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市民交流センター
障害のある方の公募展

7月からも楽しい新企画の教室を開催予定です！！

sakai ARTcation 2017
作品募集のお知らせ

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。

応募方法：応募用紙を堺市立健康福祉プラザ 市民交流センターまで郵送またはご持参ください。
　　　　　応募用紙は、ホームページにてダウンロードできます。（http：//www.sakai-kfp.info/）
作品種類：絵画・イラスト・書・造形・写真など
展　　示：プラザアートフェスティバル開催期間中（10月26日（木）～29日（日））
　　　　　プラザの1階体育室にて応募いただいた全ての作品を展示します。
応募期間：7月3日（月）～9月29日（金）　※土日祝除く
※7月頃にsakai ARTcation 2017に関する情報をホームページに掲載する予定です。

堺市立健康福祉プラザでは、障害のある方の芸術作品を募集します。

季節作品を作りました。出来上がった作品を見て、品評
したり、「頑張って作ったよ。」「できるか不安だったけ
ど、やってみるととても楽しかった。」などと言い合っ
て、たくさんの方と交流することで、達成感や充実感を
感じておられる姿が印象的でした。教室を通して、障害
の有無は関係なく、自己肯定感を感じたり、プラザが友
だちと交流できる日常的な居場所になればと思ってお
ります。
　今後も多くの方々に楽しんでいただける教室を企画
してまいりますので、ぜひご参加ください。



　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
ための体験学習を行います。
　障害福祉に関する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。

　4月22日（土）、イオンモール堺鉄砲町で、堺市内の授産
施設のネットワークであるパッセネットワーク、授産製品の
アンテナショップPASSER（パッセ）と協力して、授産活動
についての情報を発信するイベントとして「堺じゅさんフェ
スタ」を開催しました。
　来場者が楽しむ中で授産活動について知ることのできる
イベントをめざして、さをり織りの無料体験や堺市授産製
品コンクール受賞製品の展示販売、その他授産製品の販売
を行い、多くの方に楽しんでいただけました。
　また授産活動について紹介するパネルも見ていただき、
授産活動について発信する良いイベントとすることができ
ました。
　関係者の方にも好評
で、次回の開催も検討し
ております。開催が決ま
りましたらホームページ
等でご案内いたしますの
で、ご期待ください。
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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

堺じゅさんフェスタを開催しました。

プラザボランティア説明会のご案内

■日　時：平成29年8月25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：8月18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。
■申込先：堺市立健康福祉プラザ 市民交流センター
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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〈63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

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。

◎
障
害
者
団
体
は
、目
的
に
よ
り

半
額
で
利
用
で
き
ま
す
。　

《
事
前
申
請
必
要
》

　真夏を思わせる日や梅雨を思わせる日があったりと、
季節が春から変わりつつありますね。また、1日の中で
寒暖差もあり、天気の変動に体が追いついていかないで
すが、皆様は、いかがお過ごしでしょうか。
　日々、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。6月30日（金）～7月7日（金）には、恒例
の「七夕イベント」を行います。皆様の願いごとを短冊に
書き留め、笹に飾ってくださいね。
　また、4階屋上庭園には、テーブルやチェアを設置して
おります。休憩などにご活用ください。

久保田の部屋 　今年度に入り、4件のご意見をいただきまし
た。お子さんが健康福祉プラザを利用している
方から、「子どもと信号を渡る練習をしたいの
で、歩行者用信号機の設置はできませんか。」
とのご要望があり、堺警察署に確認しました
が、設置は難しいとのことでした。「トレーニン
グ室や更衣室に靴箱を設置してほしい。」との
ご要望については、トレーニング室に靴箱を設
置しました。対応できることはすぐに対応し、皆
様が利用しやすい施設をめざしてまいります。
皆様からのご意見お待ちしております。
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