
 

※当落のご連絡は 7月 8日～12日に電話にて随時行います。 

※7月 12日 17時までにご連絡が取れない場合は、次の方を繰り上げ当選とします。 

※キャンセルされる場合は速やかにご連絡をお願いします。 

※当選者には発着場所の詳細などを郵送にて後日お送りします。 

※行程や発着時刻は天候・交通事情により前後する場合があります。 

 

 

本紙イベントの体験談、感想を募集中。あなたの声をお待ちしております。 
 

◆応募方法：Eメールまたは郵送 
名前(ふりがな）.年齢.住所.電話番号を明記 
①様子がわかる写真(データ）1点 ②100～200字程度の文章 

 
◆応募資格：東日本大震災により関西に避難している 3～18歳（代筆可） 
 

編集後記 

情報紙 IMONIKAI 

２周年を記念して、

初の情報掲示板 2ペ

ージぶち抜きに挑戦

しました。いかがでし

たか。 

子どもライターさん

からお手紙が来ると

いいなぁ。 

来月も読んでね。 

◆問合せ：大阪市ボランティア・市民活動センター 
☎06-6765-4041【担当：河﨑・椋木（むくのき）】 

 

※お送りいただいた写真・記事につきましては、掲載有無に 
関わらずお返しできませんのでご了承ください。 

※いずれも情報紙 IMONIKAI紙面「情報掲示板」で招待・支援を 

受けられたものに限ります。 

 

 
 

 

 

 

 

 
前回の Cafeの様子♪ 

午後には、☆折り紙の先生が来ます 

☆弁護士相談あります 

 

◆日 時：6月 26日（水）10：00～15：00 

7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） 

対  象：東日本大震災により関西に避難している人 

（応募者多数の場合は大阪に避難している人を優先） 

定  員：25人（抽選） 

 
締  切：7月 5日（金）13：00まで 

 申 込 み：大阪市ボランティア・市民活動センター 

☎06-6765-4041（担当：河﨑・椋
むく

木
のき

） 

毎月第４水曜日開催の交流会です！ 

今日の次の日は明日（あした）、明日の次の日は明後日（あさって）。では、明後日の次の日は？ 

調査によると、東北と関東では「やのあさって」、関西では「しあさって」というそうですが、皆さんはいかがです

か？細かくみると、東北と関東にも明後日の次の日を「しあさって」と呼ぶ地域はありますし、最近は共通語化の影

響で関西にも「やのあさって」を使う人はいるようです。 

 

おもしろいのは、明後日の翌々日の呼び方にも地域差があることです。東北の北部では「ヤノヤノアサッテ」。 

東北の南部では「サアサッテ」。関東では「シアサッテ」。そして関西では「ゴアサッテ」。これは「シアサッテ」の

「シ…」を「四」と解釈して、その次の日だから「ゴ（五）」と意識したことに由来するのではないかと考えられて

います。 

いずれにしても、明後日の次の日と、その次の日の呼び方が地域で違うのは、約束をするときに困りますね。 

確実に会いたい相手には具体的な日時を告げるのが良さそうです。      （追手門学院大学講師  櫛引祐希子） 

【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 

 

5月 23日（木）・24日（金） 

御堂筋に面した大阪ガスビル前で開催されたバザーに参加しました。 
 

かわさき&むくのき 

5月 18日(土) 

中央区にあるポップコーンパパ Cafe&factory店にて開催しました。 

 

レポート 

午前中はフラワーアレンジメント教室。 

ボランティア団体“ジラソーレ”の先生が 

お花のアレンジを子どもたちに教えてくれ

ている間、お母さんたちは隣のお部屋でゆっ

くりくつろいでいただけました。 

 

最後は目かくしをしてポップコーンの味を当てる 

“ききポップコーン大会”。これが意外に難しくて、 

大人も子どももみんなで大盛り上がりでした。 

ご協力いただいた皆さまありがとうございました。 

 

レポート 

お買い上げいただいた人、通行

している人などに、避難者支援活

動のことを知っていただくよい機

会となりました。 

今回の収益は全額、これからの

避難支援活動に使用いたします。 

 

声を張り上げ頑張っていただいたボランティアの皆さま。 

販売品提供いただいたポップコーンパパ(株式会社Ｄｒｅａｍｓ)さま。 

そしてお買い上げいただいた皆さま、本当にありがとうございました！ 

 

 情報紙 IMONIKAIに記事を掲載してみませんか 
 

第２５号：平成２５年７月  

 
採用された人には 

おもちゃ商品券

（1000円分） 

プレゼント 

今後の開催よてい 

7月 24日(水) 

8月 28日(水) 

9月 25日(水) 

10月 23日(水) 

11月 27日(水) 

12月 25日(水) 

大型バスにボランティアさんが同乗し、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」運行詳細が決定いたしました。 

是非、この夏の帰省にご活用ください！！ 
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参 加 費：無料 

運行期間：8月 12日（月）～8月 16日(金) 

 

 

福島駅(福島県) 
 

仙台駅(宮城県) 

気仙沼駅(宮城県) 

大阪市立社会福祉ｾﾝﾀｰ 
(天王寺区) 

郡山駅(福島県) 



日時：7月 19日（金） 13：30～16：30 

（お好きな時間帯にお越し下さい） 

 

場所：クレオ大阪中央 第二会議室 

（大阪市天王寺区上汐 5-6-25） 

（地下鉄谷町線『四天王寺前夕陽ヶ丘』駅徒歩 3分） 

 

会費：300円（お菓子代） 

 

定員：15名 

 

 

申込み：We Loveさんりく（担当：八田
は っ た

） 

       ☎・090-8308-7492 

✉mao1mao1@yahoo.co.jp 

※We Loveさんりくは関西から被災地を支援する 
グループです。メンバーには三陸からの避難者 

（６０代女性）もいます。 

 

： 

 

日 程：【出発】 7月 22日（月）  8：00 なんば OCAT 発 

7月 22日（月） 20：00 JR郡山駅前 着(福島県) 

【帰阪】 7月 27日（土）  8：00 JR郡山駅前  発 

7月 27日（土） 20：00 なんば OCAT着 

※天候・交通事情により発着の時間が前後する場合がございます 

※発着地などの詳細は、ご利用者に後日ご案内します 

 

主 催：大阪府生活協同組合連合会 

対 象：東日本大震災により福島から関西に避難中の人 

定 員：30人 （先着順） 

参加費：無料 ※バス発着地点までの交通費、道中の飲食費は各自負担 

 

申込み 大阪府生活協同組合連合会 

問合せ 06-6762-7220  （担当：小山） 

受付期間：6月 24(月)～7月 5日(金) ※土日除く 

受付時間：10：00～17：00 

※添乗員のみ同乗。ボランティアは同乗しません 

： 
： 

日 時：7月 29日(月) 

午前の部 開場 10：00 開演 11：00 

終演 13：00(予定) 

午後の部 開場 13：45 開演 14：30 

終演 16：30(予定) 

場 所：NHK 大阪ホール 

曲 目：同封のチラシ（午前の部）参照 

入場料：無料 

定 員：午前の部 50人 / 午後の部 50人（先着順） 

対 象：東日本大震災により関西に避難中の人 

4歳以上 ※4歳未満のお子様は入場できません 

申込み 大阪府生活協同組合連合会 
問合せ 06-6762-7220 

※申込みの際「IMONIKAIをみて」とお伝えください 

 受付期間：7月 1日(月)～7月 12日(金)※土日除く 

受付時間：10：00～17：00 

 

 

 

日 時：7月 26日(金) 

開場 10：00 開演 10：45 

終演 13：10 (予定) 

場 所：国立文楽劇場 

演 目：同封のチラシ参照 

入場料：無料 

定 員：50人（先着順） 

対 象：東日本大震災により関西に避難中の人 

4歳以上 ※4歳未満のお子様は入場できません 

申込み 大阪府生活協同組合連合会 

問合せ 06-6762-7220 

※申込みの際「IMONIKAIをみて」とお伝えください 

 受付期間：7月 1日(月)～7月 12日(金)※土日除く 

受付時間：10：00～17：00 

 

 

 

大阪府生協連が毎年夏休みに開催している「夏
休み文楽鑑賞のつどい」にご招待します。 
文楽は大阪発祥の伝統芸能です。親しみあるキャ

ラクターが登場する演目や、人形の動かし方など
の解説もあり、子どもさんが観てもたいへんわかり
やすくなっています。 

この夏、お子さんと一緒に文楽を観てみませんか。 

いつ食べるのか…今でしょ！！ 

串カツ食べ歩きクーポン 

 

串カツ食べ歩きクーポン 撮影日程：2013年 12月 14日（土） 

撮影場所：(学)山口学園 ECCアーティスト専門学校 

(大阪市北区中崎西 1丁目 8-5) 

費  用：無料 

対  象：東日本大震災により関西に避難中の 

ご夫婦（ご家族）3組  

※希望者多数の際は抽選 

※女性は 7号～11号をご着用できる方 

申 込 み：(学)山口学園 ECC社会貢献センター 

peace@ecc.ac.jp  （担当：長尾） 

※Ｅメールにてタイトルに『ブライダルフォト希望』と 

記入の上、名前・生年月日・住所・TELを添え 

7月 12日(金)までにお申し込みください 

※撮影当日まで数回の打ち合わせをさせていただき 

ます。ご了承ください。 

東北の懐かしいお菓子、"がんづき"、"ゆべし"を 
食べながらお茶っこ会しませんか？ 
東日本沿岸部、地域を問わず、魚、海、鳥など、 

懐かしい浜のお話をする会になればと思います。 

招待日時：7月 20日(土)～25日(木) 、 30日(火) 、 31日（水） 

※特別招待券のため上記期間有効 

※7月 26日(金)～29日(月)はスポンサー貸切のため不可 

開館時間：10：00～17：00 （最終入場 16：30） 

場所：ＡＴＣホール 

（地下鉄「コスモスクエア」駅徒歩約 5分  ニュートラム「トレードセンター前」駅直結） 

 

対 象：東日本大震災により関西に避難中の 5組 10人  (応募者多数の場合、抽選) 

※3歳未満申込み不要 

 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター 

       ☎・✉裏面参照（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・電話番号を添えて 7月 5日(金)までにお申込みください 

※当選者発表は、7月 12日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

 

キッザニアは、子どもたちが本格的な仕事にチャレンジして、楽しく社会体験ができる 
人気のテーマパークです。 
この夏、家族みんなで出かければ最高の思い出になること間違いなし☆ 
 
 日 時：次の４つの日程より来場日をお選びください。 

日程①6月 30日(日) 日程②7月 7日(日）日程③7月 10日(水) 日程④7月 16日(火)  

いずれも第 2部（16：00～21：00） 

場 所：キッザニア甲子園（兵庫県西宮市甲子園八番町 1-100 ららぽーと甲子園） 

(阪神電車「甲子園」駅 東改札口から徒歩 14分) 

対 象：東日本大震災により関西に避難中の人（各日程 200人まで） 

※「園児(3才～)・小学生」と「大人・シニア」の組み合わせでご入場ください(中学生のみのご入場は可) 

※仕事体験対象年齢が 3歳以上のため「3歳未満」と「大人・シニア」のみの組み合わせでのご入場はお断りしております 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター 

        ☎・✉裏面参照（担当：河﨑 ・椋
むく

木
のき

） 

※次の必要事項を添えて電話またはＥメールにてお申し込みください 

・代表者名  ・郵便番号  ・住所  ・TEL  ・来場日 

・来場人数…【園児(3歳～) ・小学生 ・中学生 ・大人(16歳～) ・シニア(60歳～)】 

（3歳未満無料） 

応募締切：日程により締切が異なりますのでご注意ください 

日程①6月 25日(火) 日程②7月 1日(月) 日程③7月 4日(木) 日程④7月 10日(水) 

※お申し込みいただいた方へは締切翌日よりご招待状などをお送りいたします。 

届き次第、必ず内容をご確認ください 

 

 

日 時：8月 17日（土）～19日（月） 

場 所：京田辺市野外活動センター 「竜王こどもの王国」 

(京田辺市大住竜王谷 9番地の１) 

（近鉄「新田辺駅」から京阪宇治交通バス「大住ヶ丘西」下車、徒歩 10分） 

 

対 象：東日本大震災により関西に避難中の 40人（先着順） 

参加費：無料   ※キャンプ地までの交通費は各自負担 

 

申込み：青空のびのびプロジェクト（事務局：子ども全交） 

        090-7096-4719   ※電話は 18時以降で 

     kodomozenko@yahoo.co.jp （担当：高松） 

※次の必要事項を添えて電話またはＥメールにてお申し込みください 

名前（ふりがな）  ・年齢  ・学年  ・住所  ・TEL 

参加形態（全日程参加、○日～○日参加、日帰りなどわかるように） 

 

※一般・招待（福島県の親子・避難者）合わせて 80人が参加予定です 

※お申し込み後、担当者より詳細についてご連絡いたします 

磯をはうフナムシから、時には太平洋から迷い込む
クジラまで…大阪湾には生き物がいっぱい！ 

大阪湾をとりまく生き物や自然環境を貴重な標
本や映像で感じることができますよ。 
 

期 間：7月 20日（土）～10月 14日（月・祝） 

※月曜休館(月曜が休日の場合は開館し翌日休館) 

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ネイチャ－ホール

（長居公園内） 

(地下鉄御堂筋線「長居」駅徒歩 10分) 

対 象：東日本大震災により関西へ避難中の 20人 

（抽選） 

※障がい者手帳等をお持ちの人（付添 1名含む） 

市内在住の 65歳以上の人（要証明）は無料 

※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 

     ☎・✉裏面参照（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 7月 5日(金)までにお申込みください。 

※当選者発表は、7月 12日頃のチケット発送を 

もってかえさせていただきます。 

大阪府生協連が毎年夏休みに開催している「夏
休みファミリーコンサート」にご招待します。 
本格的なクラシックから身近なアニメソングなど、

色んな曲をオーケストラの演奏で楽しめます。 
夏休みのひと時、コンサートを楽しみませんか。 

夏休みの思い出になること間違いなし！ 

竜王こどもの王国キャンプ 
ご招待 

 京都府南部、大阪府と奈良県の境に位置し自然が豊富な所で、 
川遊び、散策、虫や鳥の観察も楽しめます。火おこしして、ご飯を 
つくって、キャンプファイヤーや肝試しも。夜はロッジなどで寝ます。 
青空の下のびのびと子どもたちいっぱい遊んで楽しく交流しましょう 

ECC アーティスト専門学校では、東日本大震災の

被災により、大切な結婚式の記念写真をなくされ
た方に、少しでも思い出の場面を取り戻していただ
きたいと、ブライダル衣装着付けと記念写真のプ

レゼントを考えております。 
思い出の一枚となるようご希望をお聞きしながら
一緒に考えさせていただきます。 

 

日帰り 

参加 OK 

日本最大級！ 
18頭の恐竜たちが動き回る巨大スケールの森が出現。 
 
世界各国で発掘された貴重な骨格標本を一挙公開。 
最も保存状態が良いとギネスブックに認定された奇跡の 
ミイラ化石“レオナルド”も大公開！ 
 
気分はもう恐竜時代にタイムスリップ！ 
 

東日本大震災により、避難されている方にご利用して 
いただくために福島県郡山市行きの里帰りバスを、 
無料で運行します。よろしければご利用ください。 

～結婚写真をもう一度～ 

ブライダルフォトサービス 
 

キラキラ輝くキッズが主役の一日 

キッザニア甲子園ご招待 
 

伝統を感じる一日に 

夏休み文楽鑑賞のつどい 

ご招待 
 

クラシック orアニメソング？？ 

夏休みファミリーコンサート 

ご招待 
 

～おいしいお菓子とお茶を囲んで～ 

はまっこの会 
 

まさに生き物のワンダーランドや～ 

「いきもの いっぱい 大阪湾  

～フナムシからクジラまで～」 

ご招待 

 

迫りくる恐竜に大興奮！！ 

大恐竜帝国２０１３ ｉｎ ＡTCホール 
ご招待 

 

大阪と福島を無料で往復 

福島県里帰りバス 
ご招待 

 


