
主催：堺市
運営：堺市立健康福祉プラザ指定管理者（堺市社会福祉事業団・堺障害者団体連合会・フィットネス21事業団 共同事業体）
※イベント中、主催者が撮影した写真・映像は当センターの情報誌、ホームページなどの広報活動に使用し、それ以外の目的には使用しません。

対　象 小学4年生以上で
25ｍ以上泳げる方

バルセロナ/アトランタオリンピック
競泳日本代表千葉すずさんによる
水泳指導

※障害のない方は
　施設利用料が
　必要です。
　（大人600円・
　　  小人300円）

児童文学・絵本作家の村中李衣さんをお招きして、
絵本を読みあう楽しみについて、お話しいただき
ます。また、障害がテーマになっている絵本なども
ご紹介します。
（『読みあい』とは、相手のために選んだ本をお互いに『読みあう』
ことで、心と心を通わせることをめざす手法のことです。）

手話通訳・
要約筆記あり

絵本の読みあいから見えてくるもの
～よりそい、人と人をつなぎます～

講演会

講　師

申　込

10:00～12:00

不要、当日直接会場へ

時　間

申　込

時　間

申　込

3階大研修室 地下1階
プール

定　員 30名

時　間
定　員 各回 先着50名

不要、当日直接会場へ

①10:00～12:00　②14:00～16:00

バリアフリー映画上映会

豊かな自然に恵まれた海の町で暮らす高校生のルビーは、両親と兄の4
人家族の中で一人だけ耳が聴こえる。陽気で優しい家族のために、ル
ビーは幼い頃から“通訳”となり、家業の漁業も毎日欠かさず手伝って
いた。新学期、秘かに憧れるクラスメイトのマイルズと同じ合唱クラブ
を選択するルビー。すると、顧問の先生がルビーの歌の才能に気づき、
都会の名門音楽大学の受験を強く勧める。だが、ルビーの歌声が聞こえ
ない両親は娘の才能を信じられず、家業の方が大事だと大反対。悩ん
だルビーは夢よりも家族の助けを続けることを選ぶと決めるが、思い
がけない方法で娘の才能に気づいた父は、意外な決意をし・・・。

バリアフリー映画とは、視覚・聴覚に障害のある方々方々
が映画を鑑賞できる、副音声・字幕を活用した映画です。

●13:00～13:30

「心の輪を広げる体験作文」・
「障害者週間のポスター」

※応募多数時抽選、
　障害のある方優先

お問合せ先・お申し込み先　　　　　　　　　　スポーツセンター
TEL 072-275-5029  FAX 072-243-4545

Coda コーダ あいのうたCoda コーダ あいのうたCoda コーダ あいのうた

© 2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS

児童文学・絵本作家　
　　村 中　李 衣氏

参加費
無料

参加費
無料

参加費
無料

申込締切
11月19日（土）必着
申込方法は、
下記お問合せ先まで。

千葉すずさんに
学ぼう
千葉すずさんに
学ぼう

～入選作品表彰式～「心の輪を広げる体験作文」・
「障害者週間のポスター」 ～入選作品表彰式～

1階体育室

14:00～15:30

事前申込要

PG-12 （12歳未満の年少者は保護者の助言、指導が必要）

見えない・見えにくい方々に活用して
いただける機器の展示と体験を行います。

機器体験コーナー機器体験コーナー

「Sound Display」を体験！「Sound Display」を体験！AI が身の回りの音を認識、
通知してくれるスマホアプリ
AI が身の回りの音を認識、
通知してくれるスマホアプリ

時　間 12:00～16:00

時　間 12:00～16:00時　間 10:00～16:00

時　間
10:00～16:00

アトリエ陽奏（ひまり）

木本昌美
「Sound Display（サウンドディスプレイ）」は、聴覚障害者
が感じる日常生活や就労時の不自由さ・身の危険を解消し、
社会参加しやすい環境づくりをサポートします。
製品デモ、使い方などを体験できます。

～みんなちがってみんないい～～みんなちがってみんないい～

令和4年

「障害者週間」
フェスティバル
「障害者週間」
フェスティバル

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの
中止や延期及び内容の変更を行う場合がございます。
※ご来場の際はマスクを着用の上、会場では密にならな
いようご注意ください。 

　また、発熱や風邪症状がある方や体調不良の方のご来
場はお控えください。

※手話通訳・要約筆記をご希望の方はお申し出ください。
※館内での食べ歩き及び飲食スペース以外での飲食はご
遠慮ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの
中止や延期及び内容の変更を行う場合がございます。
※ご来場の際はマスクを着用の上、会場では密にならな
いようご注意ください。 

　また、発熱や風邪症状がある方や体調不良の方のご来
場はお控えください。

※手話通訳・要約筆記をご希望の方はお申し出ください。
※館内での食べ歩き及び飲食スペース以外での飲食はご
遠慮ください。

12 月 3日から9日は「障害者週間」です。12月 3日から9日は「障害者週間」です。

障害等で情報を得ることが難しい方にも分かりやすいよう工夫をして、がん情
報を届けることをテーマとして、パネル展示やブックリストの紹介を行います。

障害のある方ない方どなたでも参加いただけます。障害のある方ない方どなたでも参加いただけます。

まちライブラリープラザ「ひといき」、堺市健康推進課、
堺市立西図書館、大阪労災病院、堺市立総合医療センター

堺がん連携チーム情報コーナー堺がん連携チーム情報コーナー

堺がん連携チーム…

12/12/
※3日（土）堺市立健康福祉プラザは17:30に閉館します。

33土

聴覚障害のある方の
絵の作品展示



点字図書館がわかる！体験

申　込

会議室
４０１

事前申込要　申込締切11月25日（金）必着　
申込方法は、下記お問合せ先まで。

13:00～15:00
大研修室

時　間
場　所

無料参加費

申　込
定　員 10組

時　間 定　員 各回 先着6名

対　象 18歳以上

視覚障害についての理解を深めることを目的とした「見えない・見えにくい体験」、
「さわる体験」、「声の体験」、「ボランティアって何？」について体験します。

①10:00～12:00　②13:00～15:00

視覚・聴覚障害者センター
点字図書館
TEL 072-275-5024  
FAX 072-243-2222

ベルデさかい  相談員まで  TEL 072-275-8510  FAX 072-243-5900

※応募多数時抽選

お問合せ先・お申し込み先

お問合せ先・お申し込み先

参加費
無料

事前申込要（先着）　申込方法は、上記お問合せ先まで。

駐車場台数に限り
がございますので
、できる限り公共交
通機関を利用して
おこしください。

堺市立健康福祉プラザ　市民交流センター
堺市堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号
TEL（072）275－5017　FAX（072）243－0330
メール：simin-kouryuu@sakai-kfp.info

堺支援学校
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いたすけ古墳

大仙公園

中央図書館大仙小
旭中

堺工科高

堺市博物館

堺狭山線（泉北１号線）

御陵通

百舌鳥

上野芝

堺市立健康福祉プラザ

JA

御陵通

東上野芝町2丁

塩穴

南陵町
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塩穴通
バス停

旭ヶ丘
健康福祉プラザ前
バス停

上野芝バス停
（堺東駅行き）

N

1階ロビー

※最終日は、16：00までの展示。

12月5日（月）～9日（金）
◎堺市障害者自立支援協議会パネル展
◎障害者虐待防止パネル展

関
連
イ
ベ
ン
ト

お問合せ先

◆JR阪和線 百舌鳥駅、上野芝駅下車 約 1,400ｍ
　または南海バス「上野芝」バス停より堺東行きで
　「旭ヶ丘 健康福祉プラザ前」下車すぐ
◆南海高野線 堺東駅より
　南海バス 泉ヶ丘駅行き 10番乗り場「旭ヶ丘 健康福祉プラザ前」下車すぐ
　または南海高野線 堺東駅より南海バス 光明池駅行きなど乗車
　「塩穴通」下車 約 500ｍ
◆泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅より
　南海バス 堺東駅行き 1番乗り場「旭ヶ丘 健康福祉プラザ前」下車すぐ

〈交通アクセス〉

お遊びコーナー

小物作り
コーナー

ビームライフル、
ターゲットボードで遊ぼう！

点字で名刺を作ってみよう！ 
堺市点訳ボランティアひかりの会が実施する
点字の名刺製作体験です。

点字体験

簡単な点字で
自分の名刺を
作ろう。

何を作るかは当日のお・楽・し・み！

！？
年賀はがきの
　 書き方を学ぼう！
郵便局職員から年賀はがきの書き方を学びます。

簡単にできる認知エクササイズに
挑戦するコーナー。
認知機能を楽しくきたえて
健康を維持しましょう。

簡単認知
エクササイズ

（※新型コロナウイルス感染状況により、
　　中止となる場合があります。）

（※新型コロナウイルス感染状況により、
　　中止となる場合があります。）

当日直接会場へお越しください！

自宅でできる自宅でできる

申込は不要 参加費無料

※視線入力装置とは、専用の機器を使って、視線でパソコンに入力できる装置です。

意思を伝えるツールである視線入力装置を使って、
ゲームなどを体験します。

12
4 視線入力装置で遊ぼう（日）

販売コーナー体験コーナー

展示コーナー ワラビーズ
（あよあよカフェ）の
ネパールカレー

※販売コーナーは、商品の在庫数が少なくなった場合や売り切れ等の理由により、終了時間よりも早めに終了する場合があります。

時　間 10:00～14：30

ふれあいショップ絆による
減農薬野菜の販売

奈良県産の新鮮野菜や果物、無添加・
無着色の加工品などを販売。

時　間 11:00～

PASSER販売会
時　間 10:00～15：00

時　間 ①10:30～12:00　
②13:00～16:00

場　所 4階交流広場

時　間 10:00～15:00
場　所 1階ロビー

時　間 ①10:00～12:00　
②13:00～15:00

場　所 4階研修室A

時　間 10:00～16:00
場　所 4階交流広場

時　間 10:00～15:00
場　所 1階ロビー

時　間 10:00～16:00
場　所 1階ロビー

障害者が作るさまざまな商品を扱うお店
「PASSER」が、焼き菓子や雑貨などを販売します。

堺難病連による
日用品バザー
時　間 10:00～15：00

ユウの家の
焼き立てパン 時　間 11:00～

作業所和っ哈
（お好み焼き百花）の
お好み焼き 時　間 11:00～

精神障害を抱えながら元気に生きている方々の作品展
堺市精神保健福祉セミナーギャラリー

1
階
ロ
ビ
ー

得点をとって、
景品をゲット！

1
階
屋
外
広
場

BAZAAR


