
 

 

 

 

めいよう「お兄さんが肩車をしてくれたので、ゾウさんがよく見

えて嬉しかったです！」 めいあ「ヒツジさんにエサをあげまし

た。届かないときはお姉さんが抱っこしてくれました。」 

ふたり「沢山のお兄さんとお姉さんが、疲れたらおんぶしたり抱

っこしたりトイレに連れて行ってくれたりしてとっても楽しかっ

たです。みんなでお弁当を食べたのが美味しかったです。」 

 

 

今月の子どもライターは 
めいようくん＆めいあちゃん。 
レオクラブのお兄さんお姉さん
たちと、動物園に行ってきたん
だね。とっても楽しそう！ 
投稿ありがとう♪ 

 

採用された人には 

おもちゃ商品券 

（1000円分）プレゼント 

昨今、方言でのおもてなしが盛んです。特に東北は震

災前も方言を観光に使うことが多くありましたが、震災

後は復興という目標の下でさらに増えた印象がありま

す。おもしろいのは各県で 「いらっしゃい」 の方言が違うこ

と。 「来てけぇ（青森）」 「おでんせ（岩手）」 「来てた

んせ（秋田）」 「来てけさいん（宮城）」 「来てけらっし

ゃい（山形）」 「こらんしょ（福島）」。 岩手の 「おでん

せ」 と関西でお馴染みの 「おいでやす」 は、同じ 「いで

る（出る）」 がルーツだと考えられます。 

2013 年の流行語大賞に選ばれた 「おもてなし」。 この

言葉は 10世紀から使われていますが、当時は望むように

しむけるという意味でした。手厚く歓待するという意味で

使われるようになったのは 13 世紀からです。手厚く歓迎

したい気持ちを表すにはどんな言葉が良いのか。その答

えの一つとして方言が選ばれています。 

 

【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 

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（✉・住所 裏面参照） 

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。 

 
 

情報紙 IMONIKAIに記事を掲載してみませんか 

 

第３１号：平成２６年１月  

 

関空展望ホール 

「スカイビュー」 
 

日の出の中を飛行機が離着陸する 

スポット。大阪湾、淡路島も望める。 

※元旦は 4時オープン。 

 
 
 
 
 
 
★アクセス…南海・JR関西空港駅
からシャトルバス展望ホール行
きで 5分 

★入場料…無料 
★問合せ…☎072-455-2082 
※元旦のシャトルバス運行につ
いてはお問合せください。 

金剛山 
 

大阪府内最高峰、   

奈良県境に位置する  

山。大阪で一番早く  

日の出を望める。   

ちはや園地では先着順で酒、ぜんざいの振る舞い

もある。※ロープウェイは 5時より運行。 
 

★アクセス 
近鉄・南海河内長野駅から南海バス千早ロ
ープウェイ前まで 40分、下車後徒歩約 10
分でロープウェイ千早駅→金剛駅 

★入場料…ちはや園地は入園無料 
ロープウェイ大人片道 700円(小人 350円) 

★問合せ…☎072-455-2082 

梅田スカイビル空中庭園 

展望台 
 

シースルーのエレベーター＆エス

カレーターを乗り継ぎ、地上 173m

の屋上展望台へ。大阪市内はもち

ろん、生駒山、明石海峡方面を望

める。 

※元旦は 5時オープン。 
 
★アクセス…JR 大阪駅、地下
鉄･阪急梅田駅から徒歩 7分 

★入場料…大人 700 円、中･高
生 500円、小学生 300円 

★問合せ …☎06-6440-3855 

新年はちょっと早起きして大阪の初日
の出を見にいこう。いいことあるかも♪ 

※ちなみに大阪の元旦の日の出予定時刻は 7:00頃デス 

投稿№006 めいよう＆めいあ 



 

阪急阪神ホールディングスグループのショッピングセンター「阪急三
番街」が実施するプレミアム・ライブ に 160人様をご招待いたします。 
日本国内はもちろんのこと、海外でも活躍する実力派アーティストが
共演。シンフォニックオーケストラ、バンドによる生出演で他では観るこ
との出来ない夢のコラボレーションライブをお届けします。 

編集後記   
早いもので、もう年末ですね。今年はどんな一年でしたか？ ３人とも今年から情報紙 IMONIKAI の担当となり、色々なことに 
挑戦させていただいた一年でした。来年もみなさんに様々な情報をお届けできるよう頑張ります！ 
来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

公演日時：①平成 26年 1月 29日（水）15：00～ 
     ②平成 26年 1月 29日（水）19：00～ 
     ③平成 26年 1月 30日（木）15：00～ 
     ④平成 26年 1月 30日（木）19：00～ 
     ※①～④のご希望公演、席数選べます。 
場 所：梅田芸術劇場メインホール ３階席 
 
公演ｱｰﾃｨｽﾄ：ピーポ・ブライソン、矢井田瞳、KEITA(w-inds.)、 

ｍoumoom、別所哲也（The Dream Magic Owner）他 
 

協  賛：阪急不動産株式会社 
 
ご招待数：160人（各回 40人）※先着順、お１人様１回限り 

※３歳未満のご来場はショーの演出上、お断りいたします。 
 

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(☎・✉下記参照) 
(全員の名前・〒・住所・TEL・年齢添えて） 
 

応募締切：12月 26日（木） 
当選者には、1月中旬に座席券を発送いたします。 

「阪急三番街 Presents  

Dream Live 2014」へご招待 
 

 

でかけよう！プラレールと夢のたび。 

 

開催日時：平成 26年 1月 1日（水・祝）～5日（日） 
11日（土）・12日（日） 7日間 
※1月 6日（月）～10日（金）はお休みとなります。 

10：00～16：30（最終入場 16：00） 
 
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） 

 
入場料：無料(ご招待) 
 
定 員：10組 20人（抽選）  ※2歳以下は無料 
 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター(担当：河﨑 ・菊池) 
電話 ・Ｅメールにて(☎・✉下記参照) 

(全員の名前・〒・住所・TEL・年齢添えて） 
 
締 切：12月 25日（水） 

 当選者の発表は 12月 26日の発送をもってかえさせていただきます 

同じ思いをしたからこそ、できることを探る 

１.１７と３.１１をつなぐ会 

１．１７に関わってきた人と３．１１に関わる人が一堂に介し、その教訓を共有し、風

化を防ぎ、今必要な事が何なのかをともに模索しつながりをつくることを目的とした懇談

会です。 当事者、サポーター、興味のある方ならどなたでも無料で参加できます。 

 

今回のプラレール博のテーマは「旅」。展示コーナーでは、夢のたび駅
を出発して、プラレールと一緒に楽しい旅に出かけることができます。
その他にも大迫力の巨大ジオラマ、人気アトラクション「プラレールつ
り」や「乗ろうよ！大きなプラレール」、プラレールマーケットなど盛りだ
くさん。お気に入りのプラレールを見つけよう。 

© ＴＯＭＹ  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

 
 

日 時：平成 26年 1月 22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 

(地下鉄「谷町九丁目」駅、 
近鉄「大阪上本町」駅 11番出口) 
 

申込み：電話またはメールにて名前、TEL、年齢を 
添えて(☎・✉下記参照) 

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) 

毎月第 4水曜日開催の交流会です☆ 

午後からは弁護士相談もできます。 

お茶を飲みながらゆっくりお話しませんか。 

今後の開催よてい 
 
2月 26日(水) 
3月 26日(水) 

 

開催日時：平成 26年 1月 17日（金） 13：05～14：30頃 
 
場  所：神戸市勤労会館 2階 多目的ホール（神戸市中央区雲井通 5丁目 1-2） 

（JR・阪急・阪神「三宮」駅徒歩約 5分） 
 
内  容：意見交換、情報交換、つながりづくり、ボランティア交流、協力関係の構築など 
 

申 込 み：1．17 と 3．11をつなぐ会実行委員会（担当：岡部） 

✉maki-kunn@nifty.com TEL 090-3707-8738 
 
※子連れ参加歓迎。託児はありません。 

 

※午前中の 1.17市民追悼のつどい 

から参加される方に無料でお弁当が 

振る舞われます 
       

10:00～10:25 黙祷 挨拶 

10:25～11:15 １９年追悼 

…声明と筑前琵琶による音楽法要 

11:15～11:30 神戸・希望の鐘を参列者全員で撞く 

11:30～11:45 （休憩） 

11:45～11:50 追悼の詩 

11:50～12:20 福島からの避難ママからの訴え 

（ゲストスピーカー森松明希

子）  

かわさき＆むくのき＆きくち 

申 込 み 
問 合 せ 


