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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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　健康福祉プラザでは、令和2年1月27日に「新型コロナウイルス感染症のお知らせ」の玄関での掲示がはじまりで
した。昨年4、5月、今年の1月、2月の2回の緊急事態宣言下では、イベントや文化芸術等教室の中止や施設利用も
制限させていただきました。今も、施設利用は、一部制限させていただいています。

　いつも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。
　令和2年度は、「新型コロナウイルス感染症」の影響で、特にご不便をおかけしました。
　今後とも感染症防止対策に務めてまいります。引き続きご利用ください。

令和2（2020）年度をふりかえって

〇新型コロナウイルス感染症

　新型コロナウイルス感染症の発生状況の推移をみながら、３密等
感染症防止対策を講じた上で「アートフェスティバル」、「プラザ祭り」、
「デイハイキング」「障害者週間フェスティバル」の開催や文化芸術等
教室も延べ87回（20回中止）を開催させていただきました。
　授産活動も、コロナ禍で事業所の受注が減少するなど影響もある
中で、あべのキューズモールでの「パンフェスタ」へ、6事業所が
出店するなど、新たな取り組みも始まっています。

〇ソーシャルディスタンス

　東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。奈良からの聖火は、ここ大仙の地で引き継がれ、大阪の聖火
リレーが始まります。ギリシャで点火された聖火が、各地のリレーを経て、この夏、東京でオリンピックスタジアム
の聖火台に点火されます。
　聖火とともに、新型コロナウイルス感染症の脅威が消え去り、以前のような”ぎょうさん”の人々に健康福祉
プラザを楽しんでいただける日が来ることは、プラザで働く職員一同の願いです。

〇東京2020オリンピック・パラリンピック
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市民交流センター 市民交流センターでは、より多くの市民の皆様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。

sakai ARTcation 2020
優秀作品の巡回コラボ展

　10月22日～25日まで堺市立健康福祉プラザで開催したsakai 
ARTcation 2020の優秀作品を堺市役所本庁1階エントランス（開催期
間12月3日～9日）、大阪市立美術館「ZERO展」（開催期間1月19日～
24日）、堺市立文化館「元気いっぱいのアートたち」（開催期間2月11日
～20日）に展示させていただきました。多くの市民が行き交う場所や
芸術が好きな人が集う場所にsakai ARTcation 2020の優秀作品を
展示することで、作者やそのご家族から「展示してもらえて嬉しい。」
「楽しい作品がいっぱいですね。」などの感想をいただきました。
　健康福祉プラザは、これからも障害のある方々が制作した作品を
多くの方々に知ってもらうきっかけを提供していきます。

　今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、
一部の教室が中止となってしまいましたが、再開後も参加者に
安全に参加してもらうため、感染症防止対策を徹底しております。
今年度は、「つまみ細工教室」、「レジンアクセサリー教室」、
「布手芸教室」の3つの新規教室を開催し、つまみ細工教室で
は、布生地をつまんで折り畳み、花などの形を作る日本の伝統工芸
を身近に体験してもらい、「つまみ細工という伝統工芸を初めて
知ることができてよかった。子どもにも教えてあげたい。」と感
想をいただきました。布手芸教室では、綿棒で作る小さなおひな
様作りを体験し、「小さくて気軽に飾ったりできるので、可愛い。金糸の入った生地を重ねたので、品がよく、手作りな
ので温もりを感じる。」と好評をいただきました。
　教室に参加された方々からは、「コロナで自宅に引きこもり気味になり、気分が憂うつであったが、気分転換に参

加できて楽しかった。」、「知っている人と会えて、嬉しかった。久しぶりに
笑顔になれた。」等と感想をいただきました。
　コロナ禍の状況の中で、どうしても物理的な距離をとらなければなりま
せんが、やはり人と人とが会うことによって感じるものや得るものもあり、
それが人を穏やかにしたり、癒すことにつながるのだと感じました。コロナ
に負けずに、そのような機会を提供できるよう、来年度も皆様に楽しんで
いただける教室を企画して参ります。

文化芸術教室でリフレッシュしましょう！
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障害のある方が福祉施設で取り組む、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

　今年度は新型コロナウイルス感染症による影響からイベント等の中止が相次ぎ、特に商品販売の機会が大幅に
失われています。年度当初には緊急事態宣言の発令も受けて、企業からの仕事依頼も減少し、企画していた事業の
延期等も重なりましたが、年度後半には感染防止対策やオンラインの活用などにより事業を再開し、営業活動も
行うことで仕事を依頼される件数は回復してきています。

PASSER（パッセ）と連携して販路の確保に努めました
　堺市内の福祉事業所で作られる商品を集めた福祉アンテナショップPASSER（イオンモール堺鉄砲町内）と連携
して販路の確保に努めました。NPO法人ぴーすが運営する生活支援グッズのお店「ぽっしぇ」からお声がけいただ
いたときは、一緒にレイアウトや納品の方法などを検討して売り場作り
を行いました（写真右）。また、イベント販売が減少する中でも何とか販
売先を広げるため、今年度は福祉施設への出張販売を共同で企画し、試
験的に実施しました。この出張販売は次年度さらに機会を拡大できるよ
う広報をしていく予定です。

授産事業を支援するコンサルタントを福祉事業所へ派遣しています
　授産活動による売上や工賃の向上を目的として、福祉
事業所へ専門家を派遣する事業を実施していますが、
今年度は授産事業を広い視点から観察し、アドバイス
を行うことのできるコンサルタントを支援員として派遣
しています。
　支援希望を受けた事業所を訪問して現在の課題や目
標をうかがった上で、今実施すべき事柄をアドバイスし
て実行してもらい、再度訪問をするというサイクルでの
支援を2ヵ所の事業所と9月から続けています。繰り返
し話をする中で各事業所の課題や目標が徐々に明確に
なり、支援員からは広報の仕方や販売方法の改善等につ
いて、無理なくできることから提案をしてもらっていま
す。アドバイスにもとづき広報を実施した結果、季節商

品の売り上げが
昨年度比で倍に
なることもありま
した。
　支援を受けて
いる事業所から
は「自分たちだけ
で考えていても
行き詰ってしまうので、このようにアドバイスをもらえる
ことはとてもありがたい。」、「できることがいろいろあ
るのにやっていなかったことに気づいた。」、「実行する
中で結果も出るので利用者のモチベーションもあがって
いる。」との感想も聞かれています。

「新型コロナに負けない」ためのセミナー・交流会を企画
　授産活動にかかわる知識の提供や情報交換を目的と
して、セミナーや交流会を企画していますが、新型コロ
ナウイルスの感染症防止のため、今年度はZoomを活用
したオンラインでの開催としました。
　9月、11月のセミナーでは、授産活動に関わる計数管
理の知識、雑貨づくりのアイデアを学びました。3月末
には「福祉事業所で『ともに働く』ということ」という
テーマで開催し、授産活動をとおして利用者とともに働
くことの意義や目的を講義とグループワークで考えて
いくこととしています。
　また、交流会でも年間をとおして、コロナ禍に備える
ための方策や新しい販路のアイデアなどの情報交換、

意見交換を行ってきました。
　次年度も福祉事業所の皆さんからのニーズに耳を傾
けながら、有意義な企画を検討していきます。



久保田の部屋
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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「旭ヶ丘健康福祉プラザ前」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〈77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

　令和2年度も健康福祉プラザをご利用いただき、本当にあり
がとうございました。日差しの暖かさを感じる日も多くなり、春が
近づいてきているのを感じる今日この頃ですね。
　今年度は新型コロナウイルス感染症防止のため、開館時間の
短縮や研修室等の夜間利用停止を行い、また、1月14日からは
緊急事態宣言に伴い、各種イベントや教室事業の中止をさせてい
ただきました。健康福祉プラザをご利用の皆様には大変ご不便を
おかけいたしました。一日も早い終息を願うばかりですが、皆様に
おかれましては、ご体調に留意いただき、今後とも健康福祉プラザ
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。

　1年間、多くのご意見を頂戴し、本当に
ありがとうございました。
　20件余りのご要望等のなかで、地下1階
プールの採暖室利用再開については、施
設を気持ちよくご利用いただけるよう、
速やかにメンテナンスを行いました。これ
からも快適に施設をご利用いただける
よう努めて参ります。なお、ご意見内容に
よっては、ご要望に添いかねる場合も
ございますが、できる限り対応できるこ
とは即座に対応するようにいたします。
今後とも、利用者サービス向上のため、
忌憚のないご意見お待ちしております。
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障害者手帳等をお持ちの方の
駐車料金は全額免除となります。

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

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。

研修や会議などにご利用ください。 クラフト（創作）活動にご利用ください。
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※新型コロナウイルス感染症防止のため、利用定員を減らしております。
※クッキングルームにつきましては、貸出を停止しております。


