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人を励ます時、共通語では「がんばれ」と言いますが、関西では「が
んばりや」とか「きばりや」と言います。 
 
「きばる」は中世から使われていた言葉です。室町時代の終わりに

日本でキリスト教の布教をしていたポルトガル人の宣教師たちも「物
事をするのに一層努力する」という意味で、日本語の「きばる」を自
分たちの辞書に記録しています。 
 
実は、この言葉は東北でも使います。といっても、姿形はかなり違

いますが…。東北の北部には「けっぱる」という方言がありますが、
この「けっぱる」こそが「きばる」の変化した言葉なのです。だから
「けっぱれ」と言うと、「がんばれ！」の意味になります。関西の「き
ばる」と東北の「けっぱる」は親子みたいな関係だと言えるでしょう。 

 
【方言募集】どんな疑問・質問でも結構です。ぜひ、ご連絡ください。 

住所：〒567-8502 大阪府茨木市西安威 2-1-15 

E‐mail：yukushib@res.otemon.ac.jp   追手門学院大学 櫛引祐希子 

大阪で避難生活をされている当事者団体 

「避難ママのお茶べり会」が20年後の 

子どもに残すための手記集を発売されました。 

 

葛藤の中、避難を決意した母親が震災で 

何を経験し、どう決断し、今何を思うのか？ 

をつづった手記集です。 

20年後の子どもに宛てた手紙付き。 
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※購入方法など詳細は別紙チラシをご確認ください。 

※売り上げは避難している母親と子どもを支援する活動費に 

使わせていただきます。 

＜問合せ先＞hinanmama.letters@gmail.com 

当センターは広く市民がこれまで以上に気軽に利用でき、親しまれるセンターとしてボランティア・市民活動を推進する

ため「大阪市ボランティア情報センター」から「大阪市ボランティア・市民活動センター」へと名称を変更しました。 

 

毎月第４水曜日開催の交流会です！ 

◆日 時：4月 24日（水）10：00～15：00 

※12：00～13：00はお昼休み。 

昼食は各自でご用意ください。 

◆場 所：大阪市立社会福祉センター 

地下鉄「谷町九丁目」駅、近鉄「大阪上本町」駅 11番出口 

◆申込み：電話にて名前、参加人数をお伝えください 

☎06-6765-4041（担当：椋
む く

木
の き

・河﨑） 

 

 大阪に避難されているみなさんとのサロンを引き続き開いていきます。 
当日は、アロマハンドケアやハーブティーなどをご用意しています。 

◆日 時：4月 20日（土）、５月 18日（土） 

13：30～15：30 

◆場 所： ECC コンピュータ専門学校 1号館 3階（北区中崎西 2-3-35） 

地下鉄「中崎町」4番出口 

◆問合せ：市民フォーラムおおさか 事務局（荒野・河﨑） 

大阪市ボランティア・市民活動センター内 ☎06-6765-4041 

 

申込み不要・入退出自由・参加費無料♪ 

私たちは、「今必要な」支援の形を考え
る学生のボランティア団体です。 
避難の経緯や今の状況等を座談会形式

でお話してもらえませんか。「学生たちに
話をしてみたい」と少しでも思われる方は
気軽にご参加下さい。 
 
◆日 時：4月 29日（月）9：30～12：00 
 

◆場 所：難波市民学習センター第 2研修室 

(浪速区湊町 1-4-1 OCAT ビル 4階) 

JR「難波」駅直結、各地下鉄・私鉄「なんば」駅徒歩 10分 
 

◆申込み：電話にて名前、参加人数をお伝えください 

☎06-6765-4041（担当：河﨑・ 椋
む く

木
の き

） 

一時保育あり＆参加費無料♪ 

 

☆ボランティアさん大活躍！        
 

小さなお子さんも長旅を楽しんでいました 

 

大阪市ボランティア・市民活動センターでは 3月 28(木)～31日(日)の 4日間、
避難者の方々の帰省をお手伝いする「里帰り＆ボランティアバス」事業を 1 月に
続き実施しました。 
前回は、東京－いわき－郡山というルートでしたが、今回は、宮城県気仙沼市

を最終目的地として、途中で福島県郡山市・宮城県仙台市を経由し、ご希望の
駅で乗・降車していただきました。 

 
なんと言ってもこのバスの特徴は、里帰りされる方だけではなく、ボランティア

も一緒に乗車し、道中の車内で交流していただくところ。 
 

現地滞在は２日もない短い日程でした 
が、里帰りの皆さんからは「今後も是非 
バスの運行を続けて欲しい」という声を 
いただきました。 

 
今年度の運行はまだ決まっていませんが 
実施できることになれば、またこちらの 
紙面でもお知らせいたします。 



 

大阪城 Jazz Festivalとは、毎年5月に大阪城野外

音楽堂で行われる学生ビッグバンドのイベントで、
関西 11 大学の学生が集まって企画、運営、出演
を行っています。 

編集後記 

はじめまして。4月より情報紙 IMONIKAIを担当いたし

ます河﨑、椋
むく

木
のき

です。まだまだ不慣れな 

ことばかりですが、情報紙の発行を 
通じてたくさんの人と出会えること 
を楽しみにしております。 

日 時：5月 18日(土) 10：00～15：00 

 

場 所：ポップコーンパパ café&factory店 

（地下鉄長堀鶴見緑地線「玉造」駅 

1番出口から徒歩 7分） 

 

対 象：関西に避難中の方 20人（先着順） 

参加費：無料 

持ち物：使い慣れたハサミ、持ち帰り用袋 

 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター 

       ☎・✉下記参照（担当：椋
むく

木
のき

 ・河﨑） 

※電話またはＥメールにて、名前・住所・電話番号・年齢 

を添えて 5月 10日(金)までにお申込みください 

 

 

日 時：5月 18日(土)、 19日(日) 
開場 13：00 開演 13：30 
 

場 所：大阪城野外音楽堂 
（JR・地下鉄「森ノ宮」駅 徒歩 5分） 
 

参加費：無料 

 
申込み：名前(ふりがな)、来場日、人数を明記 

osakajo-jazz@i.softbank.jp 

までご連絡ください 
 
問合せ：第 23回大阪城 Jazz Festival 

実行委員会委員長 藤野 匠 
T e l  : 080-6162-8694 

メール:osakajo-jazz@i.softbank.jp 
 

<HP>http://osakajo-jazzfestival.jimdo.com/ 

タッチラグビーとは、タックルをタッチすることに置き換

えたスポーツです。誰でも簡単にできますよ。 
お子様だけでも参加ＯＫ！ 
当日は動きやすい服装でお越しください。 

 

日 時：5月 19日(日) 13:00～16:00 (雨天中止) 

 

場 所：堺市「大泉緑地」芝生広場（北西隅付近） 

（地下鉄御堂筋線「新金岡」駅から徒歩 15分） 

 

対 象：4歳～大人(4歳未満でも見学できます） 

 

参加費：無料 

 

申込み：名前(ふりがな)・住所・TEL・年齢を明記して 

logger-logger@hct.zaq.ne.jpまでご連絡ください 

 

問合せ：SaveForestX (担当:ゴリ鈴木) 

メール：logger-logger@hct.zaq.ne.jp 

facebook：SaveForestX 

 

 

使わなくなったおもちゃや、読み終わった本など
ないですか？バザーに持ってきて、自分で値段を
つけて売ってみよう。もちろん、他の人が売ってい

るものを買いに来るだけでも楽しいよ！ 
この機会に『お店やさんごっこ』してみませんか？ 

日 時：5月 5日(日・祝) 12：00～16：00 

 

場 所：新梅田シティ・ワンダースクエア 

（ＪＲ大阪駅から徒歩 15分、 

地下鉄御堂筋線梅田駅から徒歩 10分） 

 

対 象：中学生以下のお子様 

参加費：無料 

持ち物：おもちゃ・文房具・本・服など 

 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター 

       ☎・✉下記参照（担当：椋
むく

木
のき

 ・河﨑） 

※電話またはＥメールにて、名前・住所・電話番号 

を添えてお申込みください 

☆情報紙 IMONIKAI は毎月 15 日発行です。 
情報掲載希望の方は、前月末までご連絡下さい。 

かわいくお花の飾りつけをしませんか？こども向けの教

室ですが、大人の方も楽しめます。 
お昼からは、交流会。楽しい企画“ききポップコーン”もあり
ますよ。多種のポップコーンの味を当てるクイズで景品

をゲットしよう！ 

かわさき&むくのき 

バンドジャズコンサートイベント 

第 23回大阪城 Jazz Festivalへご招待 

広い芝生で思いっきり走ってみませんか？ 

311支援・タッチラグビー体験会 
Ｃａｆｅ ＩＭＯＮＩＫＡＩ特別企画 

こどものフラワーアレンジメント教室 

ほとんどが実物！日本初公開多数！そんな大迫力の
恐竜化石展に無料でご招待いたします。知らなかった

あんなこと、こんなことが発見できるかも！？ 
ご家族揃ってお楽しみください。 

 

期 間：2013年 6月 2日(日)まで  ※毎週月曜休館 

 

開館時間 ：9：30～17：00（入館は 16：30まで） 

 

場 所：大阪市立自然史博物館（長居公園内） 

(地下鉄御堂筋線「長居」駅から徒歩 10分) 

 

対 象：関西に避難中の高校生以上の方 20人(抽選） 

※障害者手帳等をお持ちの方（付添 1名含む）、 

中学生以下は無料 

 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター 

       ☎・✉下記参照（担当：河﨑 ・椋
むく

木
のき

） 

※電話またはＥメールにて、名前・住所・TEL・年齢を添えて

4月 30日(火)までにお申込みください。当選者発表は、5月

10日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます。 

大好評イベントへの優先入場できます！ 

おさがリサイクル 

いらなくなった子ども服、靴、マタニティーウエアなどを

みんなで持ち寄り、必要な方が必要な分だけ無料で

持って帰ってもらえるイベントです。 

 日 時：4月 26日(金) 10：30～12：00 
（おさがり受付 9：30～） 

※避難者の方は 10：00～10：30優先入場可。 
「いもにかいを見た」と受付にお伝えください。 

 
場 所：あべのベルタ地下２階 ベルタサロン 

（地下鉄谷町線「阿倍野」駅直結） 
（ＪＲ「天王寺」駅 南に徒歩 10分) 

 
持ち物：エコバッグ等の持ち帰り用袋 

子ども服、靴、マタニティーウエアなど(あれば) 
参加費：無料 
申込み：不要 
 
問合せ：あべの子育て情報紙 ままちっち 

☎090-8539－2594（担当：重松） 

 世界が驚愕した本物が大集合！ 

発掘！モンゴル恐竜化石展 
ユニセフ 子どもバザー 

に参加しませんか？ 


