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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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大仙校区夏祭りを終えて

今夏も猛暑日が続く中、7月29日（土）にプラザの地
元である『大仙校区夏祭り』に昼店を出店しました。
4回目の出店となる今年は、射的・コリント・スーパー
ボールすくい・ヨーヨーつりとおもちゃ販売を行いま
した。運営には、プラザボランティアとして、プラザ利
用者・プラザ内センター職員合わせて25名で参加しま
した。
昨年までは、夕方から夜の開催でしたが、今年は、昼
から夕方の開催に変わり、準備も朝から行いました。
出店テント周りにのぼりを立てたり、ヨーヨーを膨ら
ませたりと開催前から汗びっしょりになりながらの作
列が途切れることなく、何度もゲームあそびに来る子

業でした。

どもたちもいました。溶けてしまいそうな暑さの中で
したが、笑顔で楽しむ皆様の姿に力をいただき、私た
ちも楽しい時間を過ごすことができました。後日、集
計をしましたが、のべ1,820名の地域の皆様の来店が
ありました。
余談ですが、普段の運動不足からか、筋肉痛になっ
てしまい、プラザ内のプールやトレーニング室で、運動
しなければと思ってしまいました。
『大仙校区夏祭り』は、地域の皆様とふれ合える機
会ですので、今後も出店させていただきたいと思って
太陽の日差しがサンサンと照り付ける暑い時間帯

います。

に、地域の方々が会場である大仙小学校に来られるの

また、プラザでも様々なイベントを行っています。

かなと思っていましたが、心配をよそに、浴衣を着た子

ぜひプラザにもお越しくださいますよう、お願い申し

どもたちや家族づれの方で、賑わっていました。まさに

上げます。

地域に根差したイベントであることを実感しました。
暑さ対策として、グラウンドの真ん中にテントが設置
され、ミスト装置も置かれていました。主催者である
『大仙校区まちづくり協議会』の井辻会長をはじめ、会
の皆様のお心遣いに感謝です（忙しさのあまり、ミス
トの恩恵を受けることができなかったことが心残りで
すが・・・）。
午後1時から始まった夏祭り本番、当店は終了の午
後6時まで、ゲームあそびやおもちゃ販売を求める人の
11月26日（日）電気設備点検のため、勝手ながら臨時休館とさせていただきます。

【臨時休館のお知らせ】ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますよう、お願いいたします。
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地域と連携！

PL花火芸術観覧

関西では知らない人がいないといっても過言ではな
い、富田林市のPL花火芸術（大会）。
「PLの花火大会は
世界一や！」と子どものころからよく言わていました。
まさに、芸術と呼ぶに相応しい大迫力の花火大会
が、ここ、健康福祉プラザ4階屋上ふれあいガーデン
からの眺めも大変すばらしく、近年、口コミによる宣伝
効果もあり、年々観覧者も増えています。
今年も、8月1日（火）、約80人の地域の皆さんが訪
れ、40分間、約1万発の花火を満喫されていました。

また、今年は、観覧に来られる子どもさん向けに、無
料でスーパーボールすくいとヨーヨーつりを催したとこ
ろ、花火そっちのけで大変な人気で、
「来年もしてくだ
さいね」と、幼い子どもさんたちから、笑顔で励まされ
たのが印象に残っています。
このように、周辺地域の皆様とのふれ合いや交流が
でき、また、地域の皆様が、プラザを身近に感じていた
だき、今後もプラザをご利用いただければと願ってい
ます。

市民交流センター所長 辻尾

ものづくりや作業のことを
授産活動支援センター 日中活動の中で取り組む、
「授産（じゅさん）活動」といいます。

わくわくサマースクール《ワークショップ》
8月26日（土）に健康福祉プラザで開催した「わく
わくサマースクール」で、中区のあゆら作業所のご協
力を得て、夏らしくかわいらしいビンの置物を作るワ
ークショップを開催しました。参加した小学生たち
は、一人ひとり好きな色の砂や飾りを選んだり、飾り
に色を塗ったりと熱心に取り組み、授産活動について
も、理解を深めてくれました。
あゆら作業所からは、
「今年初めて雑貨部門で参
加させてもらいました。子どもたちの夢中で作ってい
る姿に感動しました。」とご感想をいただきました。

〜新職員のご紹介〜
はじめまして。2017年8月から市民交流センター（授産活動支援センター）に
配属されました土谷

渉人（つちや

しょうと）です。

趣味は野球で、観戦も実際にプレーすることも好きです。
毎日が新鮮で、日々成長していきたいと考えています。周りの上司、先輩方から
まだまだ学ぶことばかりですが、１日でも早く皆様のお役に立てるよう努力して
まいりますのでよろしくお願いいたします。
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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
市民交流センター 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。

七夕イベント開催
6月30日（金）〜7月7日（金）にかけて、1階玄関エントランスホールに笹を設置し、短冊を書くスペースを設けて、
健康福祉プラザ利用者に願い事を書いていただき、全部で202枚の短冊を笹に飾っていただきました。
「お父さんの足が治りますように」
「みんなが健康でいられますように」
など、思いやりのあふれた願い事や
「大会で良い結果が残せますように」
「新しいことにチャレンジしたい！」
など、自らの決意や向上心を書いた願い事で笹が
いっぱいになりました。
一つ一つの願い事を見ながら、全ての人が幸せ
になりたい、前に進みたいと思っているのだという
ことを感じ、世界ではテロなどの悲しい事件も起こ
っておりますが、とても穏やかな気持ちになること
ができました。
すべての人の願いが叶いますように。

プラザアートコラボレーション
8月21日（月）、えのきはいむと市民交流センターと
で「プラザアートコラボレーション」を開催しました。
えのきはいむに通っている年中クラス11名の子ども
たちと、健康福祉プラザのアート事業をお手伝いいた
だいている園川絢也さん・ドットアートコスモの方々と
一緒にアートをしました。
大きなキャンバスにローラーで描いたり、絵の具の入
った水風船で遊んだり、キャンバスにゴロゴロと転がっ
たり、真っ白のTシャツが世界に一つだけの彩り豊かな
Tシャツに変身しました。
できあがった作品は、10月に健康福祉プラザで展示
します。その様子も後日ご報告させていただきます。
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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。

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

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。
IHクッキングヒーターなど各種調理器具完備。
絵画や陶芸などのサークル活動にご利用ください。 調理実習や料理教室にご利用ください。

◎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︾

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。
称（定 員）

午前

午後1

午後2

夜間

全日

9：00〜12：00

13：00〜15：00

15：00〜17：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

研修室 A（24 名）

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

研修室 C（15 名）

600円

500円

500円

800円

2,400円

名

研修室 D（18 名）

600円

500円

500円

800円

2,400円

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

堺市立健康福祉プラザ
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〈アクセス〉
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旭中
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大仙小
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大
阪
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泉
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◆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

御陵

御陵通

中央図書館
１９７

大仙公園

塩穴

百舌鳥

堺市博物館

旭ヶ丘
旭ヶ
バス停
線

堺支援学校
文

南陵町

３４

和

阪

JR

６１
履中天皇陵古墳

堺狭

山線
（泉

北１
号線

いたすけ古墳
JA

）

上 野 芝 バス停
（堺東駅行き）

上野芝
東上野芝町2丁

利用者の声
久保田の部屋
9月に入り、朝晩めっきり涼しくなりました。屋外では、
赤とんぼを見かけたり、鈴虫の鳴き声が聞かれるように
なりました。季節の移り変わりを感じる今日この頃です。
皆様は、いかがお過ごしでしょうか。
秋は、芸術の秋とも申します。10月26日（木）〜29日
（日）sakai ARTcation2017を開催いたします。
4日間作品を展示しておりますので、ぜひ作品の鑑賞に
お越しください。お待ちしております。
引き続き、堺市立健康福祉プラザをご利用くださいま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

平成29年度に、いただいたご意見は、これまで
で35件ありました。「地下1階の自動販売機に設
置されているごみ箱を増やしてほしい」
「屋上庭
園に机と椅子が設置されありがたい」等のご意見
を頂戴しました。利用者の皆様が快適に利用して
いただけるように、対応できることについては、
迅速に対応させていただきます。ただ、
「更衣室
への靴箱の設置」等、建物のスペースに限りがあ
り、対応しがたい場合もございますので、ご理解
いただければ幸いです。
今後も、いろいろなご意見お待ちしております。

