
 

今月の子どもライターはひよりくん。

大恐竜帝国イベントにて迫力ある 

恐竜にまたがる姿…かっこいい～！ 

投稿ありがとう♪ 

 寒い季節、野菜や肉を鍋に入れて火にかければ、その湯気だけ

でも十分なご馳走に思えてしまいます。共通語では、野菜や肉を

鍋に入れて火にかけることは「にる」、米を釜に入れて火にかけるこ

とは「たく」と言います。でも、関西では、どちらも「たく」。東北では岩

手の一部に関西と同様「たく」を使う地域があります。 

古くは鍋を火にかけることを「にる」と言い、「たく」は燃やすという

意味だったようです。しかし、関西では「たく」が意味を変化させて

今のような用法になったと考えられています。また、料理法が多様

化するなかで多くの地域で「にる」「たく」を区別するようになったの

に対し、一部の地域では区別しないでいるようです。岩手の場合

は、これに該当するのかもしれません。大阪の「大根をたく」に関東

出身の私はまだ慣れません。薄口醤油や白味噌にはすっかり慣

れたのですが…。 

バスにボランティアが同乗し、里帰りをする避難者の皆さん

をお手伝いする「里帰り＆ボランティアバス」運行を 3 月に

予定しています。避難者の利用は無料で、福島・宮城県の主

要駅に停車予定です。出発日時や詳細については次号お知ら

せします。ご期待ください♪ 

第３２号：平成２６年２月  

 

毎月第 4水曜日開催の交流会です☆ 

みんなで新年の挨拶をしませんか。 

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) 

※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(☎・✉下記参照) 

(名前・年齢・〒・住所・TELを添えて) 

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) 

東日本大震災で被災をされ、青森県八戸市から大阪へ来られた
遊書家の日吉丸さん。新年の書初めをお願いしました。 

今後の開催よてい 
 

2月 26日(水) 
3月 26日(水) 

 

【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  

           追手門学院大学講師  櫛引祐希子 

編集後記 
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。年末は皆さん何をしてましたか？ 

「私はライブに行ったよ～。菊地さんは？」 「私は神社めぐりです。河﨑さんは？」 「僕は家でゴロゴロ」 「みなさんは？」 
かわさき＆むくのき＆きくち 

～解説～ 
片仮名で「ウマ」とも、難読読みで「宇（うま）」とも読める 

この作品は、今年の干支でもある「ウマ」と、広大・大空・すべ
ての空間を表す「宇」の意味を持ちます。 
皆さまの家内安全、家庭円満を祈念し、 

この年も、また来る年も心豊かで穏やかな 
一年でありますように。 

             遊書家 日吉丸 

完成作品(色紙ｻｲｽﾞ)を掛軸にして 2人様に 
申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター 

(担当：河﨑・椋木(むくのき)) 
電話・Ｅメールにて(☎・✉下記参照)  
(名前・年齢・〒・住所・TELを添えて） 

締 切：2月 3日（月） 
※2月 7日頃の作品発送を 
もってかえさせていただきます 

 
 

※日吉丸さんのその他作品は hiyoshimaru.jpでご覧いただけます 

 

 

情報紙 IMONIKAIに記事を掲載してみませんか 

 

大好きなティラノザウルス
が動いてました。 

 
恐竜に乗ったり  

おもろかったです。 

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).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。 

 

 

投稿№007 ひよりくん 

採用された人には 

おもちゃ商品券 

（1000円分）プレゼント 

レポート 

また、サンタか
らのプレゼント
やマジック、ヒー
ロー登場のサプ
ライズなどもあ
り、会場は大盛り
上がり！楽しい
ひと時を過ごし
ました。 

12月 25日（水） 
毎月恒例開催の交流会 Café 

IMONIKAI。12 月は(Ｎ)遠野まご
ころネットとコラボをしたクリ
スマス特別版で、梅田スカイビル
にあるミンナ DE カオウヤにて開
催しました。また、積水ハウス
(株)に共催いただき、ドイツクリ
スマスマーケットも楽しめると
いう豪華な内容でした。 

弁護士 
心のケア専門員 
 

相談も 
できるよ 

●子供の面倒をみてもらえるなどの

配慮があり、とても助かりました。 

●車内のイベントは、大人でも楽しめ

ました。時間がたつのが早く感じ、

交流ができてよかったです。 

前回の参加者の声 

関西県外避難者の情報交換や、つなが
り作りの場として毎年開催してきた交流会
です。今年は、一風変わった楽しいテーマを
多数ご用意しています。 

 
また「しっかり相談したい！」 

という方のために専門家相談 
ブースも準備中です。保育 
(無料)やフードエリアも充実！ 
 
申込方法など詳細は次号お知らせします。 
 
【日 時】 

平成 26年 3月 9日(日) 10:00～11:30 
【会 場】 

梅田スカイビル タワーウエスト 36階 

まずはクリスマスケーキづくり。
キャリナリー製菓調理大阪校の教
員、学生に教えてもらいながらケー
キ作りに挑戦！子どもたちは目を
輝せ、サンタやイチゴを自由にデコ
レーションしました。もちろん完成
後は、おいしくいただきました♪ 



①バスローブ 
②ポロシャツ 

③スモッグ 

④ソックス 

 

⑤ウォッシュタオル 

大阪府出身×宮城県出身 ２人のマンガ家の特別展にご招待！ 

特別展 手塚治虫×石ﾉ森章太郎 マンガのちから 

現代のマンガは、震災復興のシンボルになるほど大きな影響力をもち、また日本発の文
化として世界的に受け入れられています。 その中でも代表的な二人のマンガ家に焦点
を当てた展覧会にご招待します。 鉄腕アトム、ブラック・ジャック、仮面ライダー、サイボー
グ009など、子どもも大人も一緒に楽しんでください♪ 

期    間：1月 15日(水)～3月 10日(月)  ※火曜休館（但し 2/11は開館、2/12は休館） 
 
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人含む)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・菊地) 

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

 
締    切：2月 3日（月） 

※2月 7日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 
 

関西で生活する中での悩み相談や、定期的に皆さんの交流する場所とし
て、福島大学で開催している「ほっとルーム」を大阪市で開設することになり
ました。悩んでいる内容・時期など、状況は様々ですが、ちょっと気分を変え
て楽しいひと時を過ごしてみませんか？ 

アニメ『サザエさん』は昨年 10月で45周年に突入しました。全国の視聴者の皆様への感謝を
込めて、特別巡回展を開催しています。特別巡回展の大阪会場に、主催各社のご協力を得
て、100人様をご招待します。 

～新しいあさに向かって～ 

泉の森 Ｈａｒｍｏｎｙ 
第１６回定期演奏会へご招待 

３年前の定期演奏会以来、会場ロビーに義援金箱を設置し、以後の演奏会

プログラムには被災者の方々への鎮魂を念頭に選曲しています。今年は～復

興の明日～と題し「レ・ミゼラブル」のオリジナル作品もあり、被災地及び全国

に新しい明日を希望をハーモニーに乗せてお届けします♪ 

招待日時：2月 22日(土) 18：00受付・入場 左記時刻に来場できる方限定 
※会場のある 14階受付で当ｾﾝﾀｰ担当が、入場券をお渡します 

 
場    所：大丸心斎橋店北館 14階イベントホール 

（大阪市中央区心斎橋・地下鉄「心斎橋」駅すぐ)  
 

対   象：東日本大震災により大阪に避難中の方 100人（先着順） 
※引換券（当ｾﾝﾀｰ発行）をご持参ください 
※入場料は無料となりますが、「花沢不動産」では 

100円以上の募金をするとお家が建てられます 
ご協力をお願いします 

※巡回展の期間・企画は同封のチラシをご覧ください 
 
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)  
(名前・年齢・〒・住所・TELを添えて） 
 

締    切：2月 10日（月） 
     ※２月 14日頃の引換券発送をもってかえさせていただきます 

ありがとう４５周年！ 

『みんなのサザエさん展』を見に行こう 

 

 ©手塚プロダクション ©石森プロ 

日  時：3月 9日(日)  14：00～16：00頃（13：30開場） 
 
場  所：泉佐野市立文化会館 大ホール 
    （泉佐野市市場東 1-295-1、 
     南海「泉佐野」駅より徒歩 20分、バス「泉佐野市役所前」下車） 
     ※曲目・奏者は同封のチラシをご覧ください 
 
入場料：無料（ご招待） 
     ※ 6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。 
 
定 員：5組 10人（抽選） 
 
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)  
(名前・年齢・〒・住所・TELを添えて） 

 
締  切：2月 10日（月） 

※2月 20日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

 

大阪市立こども文化センター『こども劇場』 

ひかる響きのコンサート ご招待 
～いのる音色をきいてみよう～ 

 

困り事や悩みごと、相談してみませんか？ 

サテライトステーション 

ほっとルームのご案内 

開催日時：1月 26日(日)、 2 月 9日(日)、 2月 23日(日)  
      10：00～12：00 
 
場    所：高津宮 いやさかの家 
     （大阪市中央区高津 1-1-29 

地下鉄「谷町九丁目」駅②号出口より徒歩 5分) 
 
対    象：東日本大震災により関西に避難中の方 
     ※主に子どもの支援をしていますが、どなたでも参加大歓迎です 
 
参 加 費：無料 
 
申 込 み：福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 

（子ども支援担当：本多） 
電話 ・ＦＡＸ ・Ｅメールにて事前に申込みください 
(☎ 024-504-2875   FAX 024-504-2875 
✉fure-kodomo@ipc.fukushima-u.ac.jp)  

※詳しくは同封のチラシをご覧ください 

 

毎年 3月に開催している、「震災を忘れない」がテーマの公演。今回は、「祈りの
音」をテーマにしたコンサート。荘厳な雰囲気の音色だけでなく、子どもが良
く知っている曲の演奏もあります。祈りの現場で歴史を重ねて来た「祈りの音
色」に触れながら、被災地や子ども達の未来へ思いをはせるひとときをお届
けします。 

日  時：3月 9日(日)  14：00～15：00（13：30開場） 
 
場  所：大阪市立こども文化センター ホール 
    （大阪市西区北堀江 4-2-9・地下鉄「西長堀」駅下車すぐ） 
     ※奏者は同封のチラシをご覧ください 
  
入場料：無料（ご招待） 
 
定 員：10組 20人（抽選）※膝上は人数に含めません 
  
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・年齢・〒・住所・TELを添えて） 

 
締  切：2月 10日（月） 

※2月 20日頃の「受付完了通知」の送付をもってかえさせていただきます 

 ©長谷川町子美術館 

 

2014年のお年玉 

新品のこども用品をプレゼント 

とってもかわいい新品のこども服などを有志の方から皆さ
まへと提供いただきました☆有名ブランドの服や、みんな
大好きなキャラクターの小物を、ご希望される方、計 5 人
様にプレゼントします。 

プレゼント品： 
①赤ちゃん用バスローブ（babymio・Animal bath robe Tiger） 

 ②ポロシャツ（mikiHOUSE・ 110㎝） 
 ③スモッグ（infinity･ 100㎝） 
 ④ソックス 5足（ｽﾏｲﾙﾌﾟﾘｷｭｱ・16～18㎝） 
 ⑤ウォッシュタオル 2枚（GACHAPIN×MUKKU） 
 ※お 1人様１点で、第２希望まで応募いただけます 

（応募多数の場合は抽選） 
 
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)  
(名前・年齢・〒・住所・TELプレゼント番号を添えて） 

 
締   切：2月 10日（月） 

※2月 20日頃の 
商品発送をもってかえさせていただきます 

★お電話での相談も 

受け付けています 


