
 

 

 

 

編集後記 

今回は記念すべき 30号！またまた見開きに挑戦しました。 

めっきり寒くなってきましたね。年末年始の 

イベントを楽しむためにも、皆さんくれぐれも 

体調には気をつけてくださいね◎ 

 「ご飯を食べた後は茶碗をうるかしておく」「豆はうるかし

てから火にかけたほうが良い」。どちらも、東北出身の両親か

ら言われてきたことです。 

「うるかす」は東北の方言ですが、方言だと意識しない人

が非常に多い言葉です。きっと「うるかす」の意味にぴった

り当てはまる共通語がないからでしょう。強いて言えば「対

象に水分を吸収させて柔らかくする」ということでしょうか。

共通語の「ふやかす」に近い感じもしますが、「ふやかす」だ

と対象の原形が崩れてしまうので違います。 

「うるかす」は「潤ふ」に「‐かす」（「散らかす」「ふやか

す」などの「‐かす」）が付いてできた言葉だと考えられてい

ます。大阪の知り合いに「うるかす」の使い方を紹介したと

き「なんでそんな便利な言葉が大阪にはないんやろ」と言わ

れました。 

寒くなってきました。お風呂の湯につかりすぎると指先が

「うるける」のでご注意を。この「うるける」も「うるかす」

同様、絶妙な意味を表す東北の方言です。             

【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 

    

10月 24日（木） 
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。 
 
 

 
10月 11日（金）～14日（月） 
ボランティア団体「市民フォーラムお

おさか」（事務局：大阪市ボランティア・
市民活動センター）では、『同じ場所に、
息の長い震災支援を続けていきたい』と
いう思いから、福島県いわき市高久第一
応急仮設住宅を、2日間に渡って訪問し
てきました。 
 
 
 

 

 

2012年より始まった交流バスも今回で 4回目。 
70代の人から高校生まで総勢 34人が参加し、 

そのうち半数がこの交流バスの経験者でした。 
『みんなが来るのを楽しみにしていたよ』 
『今度はいつ来てくれるの？』 
などといった現地の人の声を聞くと、普通のボラ

ンティアバスでは経験できない、私たちと現地の
人々とのつながりが、『点』から『線』になってき
ていることを実感しました。 

 

 

たこ焼、ポップコーン、歌声喫茶、似顔
絵コーナー、ハンドアロマケア、鍼灸士に
よるマッサージ、パッチワーク、こども縁
日など、好みにあわせて楽しんでいただけ
るよう、多様なブースを準備しました。 

このクッキーの

販売収益金は、大

阪ガスグループ

“小さな灯”運動

事務局を通じて東

北復興支援金とし

て活用されます。 

 

レポート 

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。 
 
 かわさき&むくのき&きくち 

今月の子どもライターは姉妹の Y＆Hちゃん。 
キッザニアでピザを作る時もとなり同士でとっても仲良し。
投稿本当にありがとう♪ 

投稿№005 ペンネーム Y＆H 

キッザニアに行ってきま

した。アイスクリーム屋さ

んとピザ屋さんが面白か

ったです。めっちゃ楽しかっ

たからまた行きたいです。

（Ｙ）  

救急車乗って、ピザ作

って、あのね、あのね、

楽しかった！（Ｈ） 

当日は、3人のボラ
ンティアにも参加い
ただき、クッキーの販
売や、当センターの活
動紹介をしました。 
 
クッキーは、大阪聴

覚障害福祉会『あいら
ぶ工房』さんによる
「がんばれ」・「と」・
「う」・「ほ」・「く」の
手話絵を描いたオリ
ジナルで、あっと言う間
に完売しました。 

 

レポート 

平成 25年 8月 6日朝日新聞(東北版)朝刊一部抜粋 

この冬、大阪市内ではたくさんのイルミネーション
イベントが開催されています。編集部では大阪主要
路線の地下鉄御堂筋線で行けるイベントをピック
アップ！さぁ魅惑の空間へ出かけてみませんか。 

第３０号：平成２５年１２月  

 

OSAKA光のルネサンス（12/15～12/25） 
バラ園や歴史ある建築物とイルミネーション
が見事なまでに融合する空間 
■場所：大阪市役所周辺～中之島公園 

 

新梅田シティークリスマス（11/15～12/25） 
世界最大級の 27ｍツリーは圧巻。本格的な
ドイツクリスマスマーケットとともに★ 
■場所：梅田シティー内ワンダースクエア 

あべの・天王寺イルミナージュ（11/1～1/31） 
アニマルイルミネーションがとってもキュート♪ 
開催期間が長いのもうれしいですね 
■場所:天王寺公園 
■入場料:1,000円､小学生以下 500円（2才以下無料） 

詳細は内面 

M16 梅田 

M17 淀屋橋 

M18 本町 

M19 心斎橋 

M20 なんば 

M21 大国町 

M22 動物園前 

M23 天王寺 

御堂筋イルミネーション（12/1～1/19） 
南北約 1．9kmのイチョウ並木に彩られたイル
ミネーションの輝きがみなさんをお出迎え♪ 
■場所：御堂筋（大阪市役所前～長堀通） 

 

採用された人には 

おもちゃ商品券 

（1000円分）プレゼント 

 

 



： 

 

12月の CafeIMONIAKIは特別バージョン☆ 

いつもの会場を飛び出して、「ドイツクリスマスマーケット大阪 2013」 

でにぎわう梅田スカイビルを会場に楽しいひとときを過ごしませんか。 

～家族みんなで楽しもう～ 

キッズプラザ大阪へご招待 

キッズプラザ大阪は、こどもたちが遊んで学べる本格的なこども
のための博物館です。冬休みはキッズプラザ大阪へ！！ 
家族みんなでクリスマスやお正月をお楽しみください。 

期 間：12月 1日(日)～1月 31日(金) 
    休館日：毎月曜日（祝日の場合は翌日） 

12/9～13 12/28～１/2 
 

場 所：キッズプラザ大阪 
（地下鉄堺筋線「扇町」駅下車すぐ 

JR環状線「天満」駅下車徒歩約３分） 
 
 
 

 
対 象：東日本大震災により関西に避難中の皆さま 
 
申込み：大阪市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ(担当：河﨑 ・菊地) 

電話 ・Ｅﾒｰﾙにて(☎･✉裏面参照) 
(全員の名前・〒・住所・TEL・年齢を添えて） 

 
    ※申込を受け次第、招待券を発送します。 
     ただし、お１人様 1回のご利用とします。 
 
締 切：12月 15日（日） 
 

日 時：12月 1日（日） 13時開会式（11時受付開始） 
 

場 所：大阪城公園 太陽の広場 

(JR大阪環状線「大阪城公園」駅下車徒歩すぐ) 
 

参加費：無料(ご招待) 
 

申込み：一般社団法人 OSAKAあかるクラブ 

       oac.gakuseibu@gmail.com 

※参加者全員の名前（ふりがな）・年齢を添えて、 

Ｅメールにてお申し込みください。 
 
締 切：11月 23日（土・祝） 

※お申込み後は、当日、「ご招待」受付場所にお越しください。 

サンタの衣装をお渡しします。（中学生以下は帽子のみ） 

※詳しくは同封チラシをご覧ください 

Santa Run とは、参加者全員がサンタクロースの衣装をまとい、楽しく走って大阪を
盛り上げようというイベントです。 
またこのイベントの収益は、病気で闘う子どもたちにプレゼントとして届けられます。 
大阪城公園の中を約 5km。ランと言っても、参加者のほとんどは自分のペースで歩
き、写真を撮ったりしながら、1時間弱のコースを楽しみます。 
みんなで盛り上げ、大阪を世界一サンタさんの多いあかるく優しい街にしましょう！ 

5回目となる今年は、6000人のサンタさんが大阪城公園に大集合！！ 

毎月第 4水曜日開催の交流会です☆ 

お茶を飲みながらゆっくりお話しませんか 保育あり 

◆申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター(担当:椋
むく

木
のき

・菊地) 
電話またはＥメールにて(☎・✉裏面参照) 
全員の名前（ふりがな）、年齢、TELを添えて 

◆日 時：11月 27日（水）10：00～15：00 
(途中参加、途中退室も可能です) 
※12：00～13：00は昼休み。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3階第 5会議室 

(地下鉄「谷町九丁目」駅、近鉄「大阪上本町」駅 11番出口) 

一緒に大阪を盛り上げてください！！ 

Osaka Great Santa Run 2013 ご招待 

ココ 

毎月第４水曜日開催の交流会 Café IMONIKAIの 

冬休み企画です！ 

◆日 時：12月 25日（水） 14：00～17：00 （入退場自由） 

◆場 所：ミンナ DE カオウヤ スカイビル店 

（大阪市北区大淀中１-１-９３ 梅田スカイビル ガーデンシックス１階） 
（JR「大阪」駅、地下鉄・私鉄「梅田」駅より徒歩 10～15分） 
※注・ガーデンファイブではなくガーデンシックス内です。 
詳しくは地図をご確認ください。 
 

◆申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター（担当：椋木・菊地） 
※電話またはＥメールにて(☎・✉裏面参照) 
全員の名前（ふりがな）・年齢・〒・住所・TELを添えて 

※材料準備のため、必ず事前申し込みをお願いします。 

◆締 切：12月 13日（金） 
 
◆共 催：大阪市ボランティア・市民活動センター 

NPO法人 遠野まごころネット、 積水ハウス株式会社 

朗報！！キャリアコンサルタントによる就労相談あり！ 
☆午後には、弁護士相談もあります 

 

光の祭典へご招待 

あべの・天王寺イルミナージュ 

神戸イルミナージュ 

①あべの・天王寺イルミナージュ 

開催期間：2013年 11月 1日(金)～2014年 1月 31日(金) 

17：30～22：00（点灯は 17：40～21：30） 

会 場：天王寺公園(JR・地下鉄「天王寺」駅下車徒歩すぐ) 

②神戸イルミナージュ 

開催期間：2013年 11月 1日(金)～2014年 2月 2日(金) 

17：00～22：00（点灯は 17：30～21：30） 

会 場：神戸市立フルーツ・フラワーパーク(神戸市北区大沢町上大沢 2150) 

 

入場料：無料(ご招待) 
 
対 象：東日本大震災により関西に避難中の皆さま 
 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター（担当：河﨑・菊地） 

電話、Ｅメールにて（☎・✉裏面参照） 

全員の名前(ふりがな)・年齢・〒・住所・TELを添えて 

※申込み受付後 2週間以内にチケットを郵送します（年末年始は、 

 郵便事情により送れることもございます） 

※イベントの詳細は同封チラシをご覧ください 

一般社団法人日本イルミネーション協会主催のイベントに無料でご招待。
夜になるとそこはまるで別世界。 
最高の一日をみなさんでお楽しみください☆ 

新感覚エンターテイメント 

ﾉﾝﾊﾞｰﾊﾞﾙﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ『ギア-GEAR-』 
京都ﾛﾝｸﾞﾗﾝ公演へご招待 

演劇でも、ミュージカルでも、サーカスでもない！セリフを一切使
わないノンバーバルパフォーマンス『ギア-GEAR-』Ver.3.50公演
へご招待します。 
幼児(3～５歳)入場可。さらに「キッズデー」には 3歳児未満も入
場 OK。 

公演日程：12月 13日(金)～1月 19日(日)公演のうち 
希望・予約する日時の公演にご招待 

        ※公演日程は、同封のチラシをご覧ください。 
 

場 所：『ART COMPLEX 1928』 
（ギア専用劇場-京都・三条寺町西入ル） 
（京阪「三条」駅徒歩 5分 ・阪急「河原町」駅徒歩 8分） 

 
入場料：無料(ご招待) 
    ※幼児（3～5歳）は入場（無料）できます 
     さらに「キッズデー」（1月 4日 12：00公演）には、 

3歳児未満も入場 OK! 
 

定 員：10組 20人（抽選のうえ、当選者には 12月 6日頃発送） 
    ※無料ご招待チケットが届き次第、 

事前に鑑賞日時をご予約ください。 
 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター(担当：河﨑・菊地) 
電話 ・Ｅメールにて(☎・✉裏面参照) 
(全員の名前・年齢・〒・住所・TELを添えて） 

 
締 切：12月４日(水)  

プログラム 
（予定） 

14：00～15：00 

ケーキをデコレーション 

して食べよう 
 

15：00～16：00 

サンタさんやヒーローと 

一緒に、クリスマス会を 

楽しもう 
 

17：00～ 

クリスマスツリーの点灯式見よう 

終了後は自由解散。マーケットで 

使用できるチケットをプレゼント☆ 

引き続きイベントをお楽しみください 

参加費 
無料 


