
 

 

 

 

 

  

 

 
先月より開始した子ども 

ライター募集にたくさん 

の投稿ありがとう♪ 

記念すべきライター 

第 1号、ひよりくんの 

登場だ。 

 

 情報誌ＩＭＯＮＩＫＡＩをより
よい紙面にしていくため、読者の
皆さまを対象にアンケートを実施
することとなりました。 
 
ご協力いただだいた人の中から

抽選で豪華賞品をプレゼント★ 
 
詳しくは同封しているアンケート
用紙をご覧ください。 

 

 

みなさん、「でん」をご存知ですか？ 
 

たとえば、こんな場面で使われます。 
（１）鬼ごっこで、鬼になっている子が鬼の役を別の子にまわすために、その子の体に手で 

触れるときに「でん」と言う。 
 （２）水泳で折り返すときに壁面に手で触れることを「でん」と言う。 
 （３）汚い物を触ってしまったとき、友達とふざけ合って「でん」と言いながら、互いの体 

にそれをなすりつけ合う振りをする。 
 （４）ある場所に行ってすぐに帰ってくることを「でんして帰ってきた」と言う。 
  
この「でん」を使うのは関西の中でも大阪が主なようです。京都や兵庫出身の学生によると、 

（１）（２）（３）では「タッチ」を使うそうです。（４）は「とんぼ帰り」としか言いようがあ 
りません。関東と東北で生活していた私も同じです。 

 
なぜ大阪で「でん」を使うのか？そもそも大阪方言では鬼ごっこを「でんつき」と言うそうで

す。でも、「でん」が何に由来するのかは不明。大阪の「でん」をめぐる謎はなかなか解けそう
にありません。 

【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 

 

 

６月２４日には提供元の大阪中央

ロータリークラブ様、㈱オージス総

研様の出席のもと、贈呈式が行われ

ました。当選した皆さまのご自宅に

は、すでにパソコンが届けられ、ご

活用いただいているとのことです。 

毎月第４水曜日開催の交流会です！ 

第２６号：平成２５年８月  

 

◆日 時：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） 

情報紙 IMONIKAIに記事を掲載してみませんか 

 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).ペンネーム.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） 

 

◆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）】 

※いただいた写真等は、お返しできませんのでご了承ください。 

※情報紙 IMONIKAIで招待・支援を受けられたものに限ります。 

今後の開催よてい 

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) 午後には 

弁護士相談が 

あります 

採用された人には 

おもちゃ商品券

（1000円分） 

プレゼント 

 

 モンゴル恐竜化石展に行ってきました。 

 写真はタルボサウルスという肉食恐竜の化石

をスケッチしているところです。 

 となりの植物園でお弁当を食べたり走ったり

しました。 

 楽しい一日でした。ありがとうございました。 

投稿 No.001  ひより 

前々号に掲載した「はじまるくんパソコン無料進呈（１１台）」に

対して、２１人からのご応募をいただきました。 

みんなで記念撮影♪ 



 
 

大阪の企業様より素敵なランドセルの提供
をいただきました。是非ご活用ください♪ 

京都水族館見学をして、発見した 

「生き物のすごいところ」を発明のヒントにして、
みんなの発想力でオモシロ・びっくりな発明品
を考えよう！ 

奇跡のコラボレーションをお楽しみください 

ヱヴァンゲリヲンと日本刀展 

編集後記 

夏本番!毎日暑い暑い!そんな暑さも吹っ飛ぶ 

ような紙面…にはなっていませんね☆笑 

でも今回は夏休みプレゼント企画として、 

IMONIKAIアンケートを実施します。 

みなさんのご意見お待ちして 

おります♪ 

 

 

かわさき&むくのき 

その軽さにびっくり！ 

女の子用ランドセル 

日 時：8月 24日(土) 

午前の部 11：00～14：00 

午後の部 14：30～17：30  

※各回 30分前開場 
 
場 所：動楽亭 

(地下鉄｢動物園前｣駅①番出口すぐ) 
(ＪＲ・南海「新今宮」駅より徒歩 3分) 

 

定 員：各回 100人まで ※応募者多数の場合は抽選 

※未就学児は入場不可 

 
申込み 
問合せ：株式会社 米朝事務所 

※同封のチラシをご覧ください 

テレビやラジオでもおなじみの桂ざこばや桂南光など
米朝一門による特別落語会に無料でご招待！ 

上方落語を聞いて残暑や日ごろの疲れを吹き飛ばし
て下さい。 

日 時：8月 20日(火) 10：00～17：00 

場 所：【午前】 京都水族館 【午後】 緑の館 1階 
(京都駅より徒歩約 15分。梅小路公園内) 
※現地までの交通費は自己負担 

対 象：小 3以上のお子さまを含む家族 15組(抽選) 
内 容：【午前】 水族館見学 

【午後】 ＣＡＭＰ発明ワークショップ(小 3～) 

※ワークショップは、お子さまのみの参加も可(保護者自由時間) 
※対象学年未満のお子さまは、保護者とワークショップ見学もしくは 
自由時間(水族館や近隣観光など)となります 

※お昼はお弁当をこちらでご用意いたします 
申 込 み：ＳＣＳＫ株式会社ＣＳＲ推進部ＣＡＭＰ（大川センター） 
申込方法：電 話 … 0774-98-1130 (受付 9：00～17：00 土日除く） 

E メール… entry@camp-k.com  FAX  … 0774-98-1120 
・氏名(全員分)・ふりがな・学年(お子さまのみ) ・〒・住所・TELを添えて 

締 切：8月 5日(月) 

当 選 者 発 表：8月 8日頃の招待状発送をもってかえさせていただきます 
 

☆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。 

…関西に避難中の人限定 

●アイコンの見方● 

…無料 

…プレゼント 

…一時保育あり …大阪市内に避難中の人限定 

…大阪府に避難中の人限定 

目指せ未来の発明王 

京都水族館×ＣＡＭP  
発明ワークショップ 

 

串カツ食べ歩きクーポン 

大阪のド真ん中、感じてください 

桂米朝一門 特別落語会 

子どもも大人も楽しめるミュージカル 

ともしびこども劇場「星つむぎの歌」 
 

 

期 間：7月 3日(水)～9月 16日(月・祝)  ※火曜休館 

開館時間：9：30～17：00(金曜は 20：00まで) ※入館は閉館の 30分前まで 

場 所：大阪歴史博物館 6階特別展示室(地下鉄「谷町四丁目」駅②号⑨号出口) 

対 象：10組 20人（抽選） 

※中学生以下は無料 ※障がい者手帳等をお持ちの人(付添１名含む)は無料 

申 込 み：大阪市ボランティア・市民活動センター(担当：河﨑 ・椋
むく

木
のき

) 

申込方法：電話 ・Ｅメール(☎・✉下記参照)   
(名前・〒・住所・TEL・年齢添えて） 

締 切：8月 5日(月) 

当 選 者 発 表：8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 

 

会場にはアニメ「エヴァンゲリオ
ン」の世界観を受けた新作刀剣

を数多く展示。 
 
エヴァンゲリオンの歴史にふれる

ことができるコーナーや、キャラク
ター等身大フィギアもあります。 

ⓒⓒカラー 

個 数：10個 (抽選) 

※安心の日本製 

※㈱セイバンの天使の羽根シリーズ 

※色はビビットピンクのみ 

※申込みは一世帯につき 1個まで 

 

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

） 

申込方法：電話 ・Ｅメール(☎・✉下記参照)   
・代表者名 ・〒 ・住所 ・TEL 
・お子さまの名前・ふりがな・年齢 添えて 

締 切：8月 5日(月) 
当 選 者 発 表：8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 

日 時：8月 24日(土)  

15：00～17：00頃（開場 14：15） 
場 所：ピッコロシアター 大ホール 

(ＪＲ宝塚線「塚口」駅西出口より徒歩 5分) 

対 象：小さなお子さまから大人の方まで 

定 員：100人 ※応募者多数の場合は抽選 

申込み 
問合せ：大阪ガスグループ小さな灯運動 

※同封のチラシをご覧ください 
締 切：8月 2日(金) 

日 時：8月 10日(土)  18：00開場～21：00頃 
場 所：フィットネスクラブ コ・ス・パ 塚本 第 2駐車場 

(ＪＲ神戸線「塚本」駅より徒歩 3分) 
申込み 
問合せ：大阪ガスグループ小さな灯運動 

※同封のチラシをご覧ください 
締 切：8月 2日(金) 
※応募者多数の場合は抽選 

大阪夏の風物詩♪ 

なにわ淀川花火見物会 

大勢の見物客で賑わう淀川花火大会をゆっくり観覧しま

せんか？会場では復興支援バザーも実施しますよ。 

海外でも活躍するピッコロ劇団がお送りする珠玉のミュ
ージカル♪夏休みの一日を演劇鑑賞で楽しんでください。 

申込み 
問合せ 

申込み 
問合せ 

申込み 
問合せ 

  

   

 


