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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６号市民交流センターだより

　平成27年4月18日（土）「第3回春のプラザ祭り」を開催
し、800名以上の方にご来館いただきました。
　体育室では、パラリンピ
ック正式種目の「ボッチャ」
大会・体験を行いました。
大会では８チームの白熱し
た試合が繰り広げられま
した。
　また、観戦されている皆
さまにも実際にボッチャを体験していただきました。
　バリアフリー映画「最強のふたり」の上映会は、100名を
超える方々に鑑賞いただきました。
　バリアフリー映画とは、状況解説音声で物語や情景を思
い浮かべることができ、字幕でセリフなどがわかる、みんな
が一緒に楽しめる映画です。
　ひといき公開講座「もし
がんになったら？―早くみ
つけて楽に治そう―」で
は、大阪府立成人病センタ
ーがん予防情報センター
疫学予防課長の中山富雄
氏をお迎えし、がんに関する基礎知識から最新の医療情報
まで、参加された大勢の方々に詳しくお話いただきました。
　地震に関する講演会「堺に津波がきたことを知っていま
すか？」では、堺市博物館の矢内一磨氏をお迎えし、日本で
起きた地震の歴史とそこから学ぶ防災や被災時のことを
わかりやすくお話いただきました。
　各コーナーも大変な賑わいを見せました。「点字体験」

「第3回春のプラザ祭り」を開催
「ミニ手話講座」「石ころア
ート」「さをり織り」「フロア
カーリング」「輪なげ」など、
お子さんから大人まで幅広
く楽しんでいただきました。
　販売コーナーの「第5回堺
市授産製品コンクール受賞
事業所販売」「もちつき実
演・販売」「減農薬野菜販
売」「フードカー」は、ほぼ完
売しました。今後は、食事が
できるコーナーをより充実
させ、皆さまにお届けしたい
と思います。
　各階にクイズを設定し、協
賛企業からいただいた景品
が当たる「クイズラリー」を
開催しました。また、プラザ
各階の施設もご覧いただき
ました。
　協賛企業の「上島珈琲貿易株式会社」「株式会社雨風」
「有限会社千総」、ご協力ありがとうございました。

　次回の交流イベントは、12月5日（土）・6日（日）に「障害
者週間」フェスティバルを開催します。多くの市民の皆さま
に、楽しみながら障害理解を深めていただけるイベントを
企画しますので、ぜひご参加いただきますよう、お願い申し
上げます。

　みなさんこんにちは～所長の辻尾です。
　健康福祉プラザ開設以来、毎年、所長が変わっていまし
たが、今年度は異動がなく、引続きお世話になります。よ
ろしくお願いいたします。
　皆さまご承知のとおり、当健康福祉プラザは、平成24
年4月にオープンして以来、この4月で無事4年目を迎える
ことができました。これも偏に、利用者や関係機関の皆さ
ま方の温かいご理解と、力強いご支援・ご協力の賜物と、
深く感謝いたしております。
　さて、３月に実施しました利用者アンケートの利用者満
足度の調査項目では、［とても満足］または［満足］と回答

された方が85.2％で、2年連続80％以上の目標を達成す
ることができましたが、自由記述欄では、職員の接遇問題
や施設管理面の不備などのご指摘もいただきました。
　今後も、常に、利用者視線で満足度を高め、安全・安
心、快適な施設づくりをめざし、また、ありがとうの感謝
の気持ちをいつも大切に、私たち職員一丸となって「チー
ムプラザ」で、障害者の皆さまの社会参加や自立生活の支
援と、市民の方々との交流を通じて相互理解、障害理解に
向け、全力で取り組んで参ります。引続き、皆さま方のご
理解・ご協力よろしくお願いいたします。

市民交流センター所長　辻尾日出夫　

プラザ開設4年目を迎えて



　これから健康福祉プラザでボランティア活動
を始めてみようかな？とお考えの方を対象にし
た「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？」「どのように活動を始める
の？」「プラザではどのようなボランティア活動
があるの？」などの素朴な疑問にお答えするほ
か、障害理解のための簡単な講習を行います。
初めての方、興味・関心のある方は、ぜひご参加
ください。
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市民交流センター

プラザボランティア説明会

　館内で「第5回堺市授
産製品コンクール」で受
賞した事業所（愛和ハウ
ス、麦の会共同作業所、
かんぎ作業所）が、館外
で事業所の移動販売車
（絆あけぼの、せんぼく
障害者作業所、ワラビー
ズ）が授産製品を販売
しました。

◯授産製品の販売
　事業所の皆様に
ご協力いただいき、
さをり織り（サニ
ー・サイト）、ビーズ
アクセサリー作り
（愛和・生活の家）
の各体験コーナー
実施しました。

◯体験コーナー

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、

イベント期間中、障害のある方がたの芸術作品を展示する「sakaiARTcation2015」
を開催します。
作品募集を7月1日（水）～9月30日（水）まで行います。たくさんのご応募をお待ちし
ております。
詳しい応募方法は、ホームページ（http://www.sakai-kfp.info/）をご覧ください。
（6月中旬にsakai ARTcation 2015に関する情報をホームページに掲載する予定です）

平成27年10月22日（木）～25日（日）
「プラザアートフェスティバル」開催！

健康福祉プラザは、障害のある方々の芸術活動を応援します。

◆日　時：平成27年8月7日（金）13:30～15:30
◆場　所：プラザ4階　研修室A
◆参加費：無料
◆対　象：15歳（高校生）以上
◆内　容：①施設概要について
　　　　　②ボランティア活動とは？
　　　　　③ボランティア登録について
　　　　　④プラザで募集中のボランティア活動について
　　　　　⑤障害理解講習（肢体不自由・視覚障害・聴覚障害の
　　　　　　理解とコミュニケーションについて）
《申込方法》
7月31日（金）までに、市民交流センターへ電話またはＦＡＸにて、
①名前②住所③電話番号をお知らせください。

作品募集期間
7/1●～9/30●水 水

昨年の作品

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）授産活動支援センター

今年もやります！
Sakai ARTcation 2015!!
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　今回のイベントは、販売された事業所の多くが商品を完売し、体験コーナーでは順番待ちになるなど、大い
に盛り上がりました。クイズラリーも、アンケートで最も多くの方に楽しかったコーナーとして選ばれるなど大
好評でした。次回も他のセンターと協力してより多くの方に楽しんでいただけるイベントにしていきます。

　授産施設に内職などの作業を発注されたり、授産製品を購入されたり
と当センターと関わりの深い、上島珈琲貿易株式会社、株式会社雨風、
有限会社千総の三社様に、「春のプラザ祭り」の趣旨を説明して、クイズ
ラリーの景品提供や、企業様と授産施設の関わりを紹介するパネル展示
といった形での協賛をお願いしました。どの企業様も快くご賛同いただ
き、上島珈琲貿易株式会社と株式会社雨風には、当日会場での自社製品
の販売も行っていただくことができました。

◯クイズラリー

新規教室を開催！

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。

　今年度から文化芸術・レクリエーション教室として、「ア
ート書道教室」、「タブレット入門」、「かぎ編み教室」、
「薬膳料理教室」などの新規教室を開催しています。
　障害のある方の個性や感性を生かした作品づくりを
目的にした「アート書道教室」では、参加者が勢いのあ
る筆運びで書を通して自由に自己表現をされている姿
がとても印象的でした。
　「タブレット入門」では、タブレットパソコンをテーマ
に専門用語や基本操作を学びました。参加者からは、
「タブレットを持っているが、機能を使いきれていなか
ったので、チャレンジしていこうと思う。」「タブレット
を購入するにあたって、どの機種が良いか迷っており、
参考になった。」などの感想をいただきました。
　教室によっては、障害のある方ない方が協力して作業
し、相互の助け合いをすることで、障害理解につながっ
ています。今後も多くの方々に楽しんでいただける教室
を企画しますので、ぜひご参加ください。

星屋憲志
　4月から授産活動支援センターでお世話になっています。授産活動に関わるのは
今回で2度目で、1度目は発達相談員として地域の作業所において、発達相談をして
いた時でした。障害のある仲間たちが、各作業所において、青年・成人として、働くこ
とを少しずつ受けとめ、あるいは働くための力をつけていく、それらを通して、新し
い自分をつくりだしていくことを作業所の職員の方々と共に喜び、時にはどうした
らいいだろうと一緒に、よりよい支援について考えながら過ごしてきました。これか
らセンターの業務を行う中で、私自身、授産活動の向こうにいる障害のある方々の
ことを常に思いながら、努力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

～4月からの新職員～

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。
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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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6月に入り、梅雨本番といったところで
しょうか。
蒸し暑い日が続きますね。皆さま、いか
がお過ごしでしょうか。
太陽の日差しが待ち遠しい今日このごろ
です。体調を崩しやすくなりがちなので、
おいしいものをいっぱい食べ、よく寝て
体調を整えましょう。

久保田の部屋 「４月に行った“春のプラザ祭り”に初めて参加して楽しかった」
「スタッフの対応がよくうれしかった」というご意見を頂戴しまし
た。イベントに携わった職員
として、うれしい限りです。
これからも皆さまに喜んで
いただけるプラザでありた
いと思います。職員の励み
となるご意見、本当にあり
がとうございました。

利用者の声

春のプラザ祭り ボッチャ大会 集合写真
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