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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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　みなさんこんにちは。昨年の４月に着任しました、市民交流センター所長の辻尾です。
　間もなく１年が経ちますが、この間、大勢の利用者の皆様とふれあい、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、私自身、とても有意義な１年を過ごすことができました。ここ
で、この1年間の主な取り組みを振り返ってみたいと思います。

　『春』には、「春のプラザまつり・車いすバスケットボール大会」では、
白熱した試合が繰り広げられ、選手の皆様から勇気とパワーをいただき、
私もがんばらねばとやりがいが湧いてきました。

　『夏』には、小学生を対象に初めて取り組んだ「わくわくサマースクール」では、障
害者スポーツや点字などの体験を通じて、チームメイトと助け合いながら、障害につい
て楽しく学ぶことができました。
　子どもたちは、目隠しでの迷路にドキドキ、車いすで風船バレーボールにチャレンジ。
「すごくおもしろかった」「来年も来るでぇ～」「夏休みの宿題として記録ノートを提
出するねん」などのうれしい感想をいただきました。

　『秋』には、「プラザアートフェスティバル（作品展）」では、213点の応募作品があり、どの作品も、心のこもったすば
らしい力作ばかりで、日ごろアートには縁のない私ですが、この5日間、一点、一点の作品とふれあう中で、感動を味わ
い、そして、大変心が豊かになりました。
　また、講演会では、障害者アートの現状や課題、今後の展望などについて熱く語っていただきました。現在、4階のふれ
あいガーデン前にて、作品展の「最優秀賞」「優秀賞」「健康福祉プラザ賞」「オーディエンス賞」の作品を12月まで展示
しておりますので、ご来館の際は、ぜひご覧ください。

　『冬』には、２日間にわたって開催しました「障害者週間フェスティバル」では、寒波にも関わらず、どのイベントコーナ
ーでも定員を超える来場者で賑わいました。
　また、「第５回堺市授産製品コンクール」では、雑貨部
門５点、食品部門５点の市民審査として、堺東商店街で開
催された「ガシ横マーケットプラス」会場にて、来場者の
皆さんに好きな製品に投票していただきました。その後、
審査委員による本審査をへて市長賞・金賞が決定されまし
た。現在、授産製品展示コーナー（プラザ1階中央）でご紹
介していますので、ご来館の際にはぜひご覧ください。

　このように、季節ごとに楽しい企画やイベントなどを通じて、障害のある方々
の社会参加や地域生活を支援するとともに、障害者と市民の皆様の相互理解、
障害理解を図るべく、これからも、職員一丸となって『チームプラザ』で、実践と
行動を基本に業務にまい進していく所存でございます。
　今後とも皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

第５号市民交流センターだより
１年間を振り返って



　市民交流センターでは、障害福祉ボランティアの養成・育成に取り組んでいます。
　具体的には、プラザ内でボランティア活動を希望される方への説明会、相談支援や活動先の紹介、プラザに登録されて
いるボランティアへの研修会や交流会を行っております。また、障害福祉ボランティア推進会議を開催し、堺市内におけ
る障害福祉ボランティア活動の活性化に取り組んでいます。
　平成26年度は、ボランティア登録者数が102名から178名（※2月10日現在）に増加しました。また、ボランティア活動
先も、点字図書館サポーターやデイキャンプのお手伝いなど広がってきました。年間ボランティア活動回数も、前年度同
時期より222回多い460回となりほぼ倍増しました。さらに、障害福祉ボランティア推進会議において、「障害福祉に関
するボランティア活動実態調査」を実施し、障害福祉ボランティア活動に関するさまざまな課題を知ることができました。
　これからも、当センターでは堺市内における障害福祉ボランティア活動が活性化するよう本事業を通して支援して
まいります。
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市民交流センター

授産活動支援センター

◯平成26年度ボランティア養成育成事業を振り返って

○各教室への参加ありがとうございました！

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、

障害のある方々が、社会参加や就労という目的をもって、日中活動の中で
授産活動を紹介するホームページ（http://www.jyusan-sakai.com）

　日中活動の中で、ものづくりにかかわる事業所の皆さんの意欲向上や製品の品質向
上、その取り組みを広く知っていただくことを目的として行われる「堺市授産製品コン
クール」が今年も開催されました。
　一昨年度より、市民の皆様から投票をいただく一般審査を取り入れましたが、今年は
堺東商店街の協力を得て、1月18日（日）に同商店街で開催された「ガシ横マーケットプ
ラス」の会場で実施しました。当日は、多くの皆様
に試食と観覧を通して投票いただきました。
　続いて、2月6日（金）にデザイナーや製菓学校
講師ら有識者による本審査が実施されました。当
日は、応募された事業所の職員や利用者によるプ
レゼンテーション、審査委員による質疑応答をへ
て受賞製品が決定されています。流行語を取り入

　市民交流センターでは、「絵画教室」「陶芸教室」「障害者のためのアートスクール」などの文化芸術教室、「さわる絵
本教室」「園芸教室」「ステンドグラス教室」などのレクリエーション教室、障害のある子どもを対象にした「親子教室」
などのさまざまな教室を年間のべ144回開催しました。のべ約1,100名の方にご参加いただき、そのうち、片麻痺等の身
体障害のある方、精神障害や知的障害のある方など、約8割が障害のある方のご参加となりました。
　障害のある方は、独創的な表現力と発想力を秘めておられ、個人個人の感性や個性を表現する作品づくりだけではな
く、教室に参加することで多くの方と交流し、仲間づくりや社会参加をすることも目的に開催しています。
　来年度も、障害のある方の文化芸術活動を活性化するためのさまざまな教室を開催していきますので、ぜひご参加く
ださい。
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第５回堺市授産製品コンクールが開催されました。



　今年も健康福祉プラザの研修室・クラフトルーム・クッキングルームをたくさんの皆様にご利用いただきました。
　お使いいただいている障害福祉関係の団体の皆様をはじめ、地域のサークル・チームの皆様、企業の皆様など、本当
にありがとうございます。
　会議や勉強会、レクリエーションなど、ご使用いただく目的はさまざまですが、たくさんの方々に「安いね。」「使いや
すかった。」などの声をいただいております。
これからも皆様に使いやすいお部屋をご用意していきますので、今後ともよろしくお願いします。
（裏面に料金表がございますので、ご覧ください）
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◯今年１年、研修室・クラフトルーム・クッキングルームの
　ご利用ありがとうございました！

◯障害のある方々のアートを広めたい！！

絵画、料理、写真、園芸などの教室を実施します。多くの方々のご参加をお待ちしています。

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。
を開設しておりますので、ご覧ください。

「障害のある方々が制作された芸術作品を健康福祉プラザで応援できないか。」
　健康福祉プラザができてから、ずっと考えてきました。
　市民交流センターが開催する教室の作品はもちろん、地域で制作活動をされて
いる障害のある方々の作品には、人を元気にする力があると感じています。
　10月30日から11月3日の5日間、「プラザアートフェスティバル」を関係団体のご
協力をいただき開催しました。213点の応募作品が健康福祉プラザの体育室を
彩った「sakai ARTcation 2014」。国内外で活躍されている障害者アーティストの作品を展示し、健康福祉プラザ1階
エントランス、4階交流広場がいつもより明るくなった「guest ART museum」。障害者アーティストを普段から支援し
ている先駆者の講演会「guest ART meeting」。他にも芸術制作体験コーナーや障害者アーティストのライブペインテ
ィングなどを実施させていただき、市民の皆様に活力をお渡しできたと思っております。
　これからも障害のある方々のアートの魅力を広めていきますので、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

堺市長賞
ダックワーズ（愛和ハウス） 

※製品等に関するお問い合わせは、授産活動支援センターまで。電話：０７２－２７５－５０１８

金賞【食品部門】
焼きドーナツ（ゆず）（麦の会共同作業所）

金賞【雑貨部門】
ラベンダー匂い袋（かんぎ作業所）
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れたプレゼンテーションに出席者から笑いが起こったり、審査委員からの厳しくも温かい意見に発表者が耳を傾けたりと、
楽しく有意義な時間となりました。受賞製品はプラザ１階の授産製品展示コーナーでも紹介していますので、ご来館の際
はぜひご覧ください。当センターからも積極的に広報していきます。
　審査委員の皆様からは、「年々製品の質が上がっており、毎年楽しみにしている。」との評価もいただいております。な
お本コンクールは、平成27年度も実施する予定です。多くの事業所の皆さんが意欲をもって参加してもらえるように見直
しと工夫をしながら、引き続きコンクールの運営に取り組んで行きます。
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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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日に日に陽射しが暖かく感じられ、春の季節を迎えようとして
います。プラザをご利用の皆様、いかがお過ごしでしょうか。
平成26年度は、各種教室やイベントへのご参加ありがとうご
ざいました。
平成27年度も利用者の声を聞きながら「プラザに来ると楽し
い」と思っていただけるものを企画していきますので、ぜひ遊
びに来てください。
市民交流センター職員一同、心よりお待ちしております。

久保田の部屋 平成26年度は、職員の接遇についてお褒めの言
葉やアクセスの充実、駐輪場の整備、自動販売機
の新設など、40件余りのご意見を頂戴しました。
内容によっては、すぐに取り組めるものと取り組
めないものがございました。ご不便をおかけする
こともあるかと思いますが、プラザを気持ちよく
ご利用いただけるように対応していきたいと思
います。ご意見をいただいた皆様、ありがとうご
ざいました。

利用者の声
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