
 

 

 

 

 

 

 

 

  

編集後記 
偶然ですが 33 号 3 月号、記念すべきゾロ目の号ですね(笑) 3 月は里帰りバスに、3.11 from KANSAI にとイベント盛り沢山。 

事務局も大忙しですが、皆さんとお会いできる機会があるかな？と楽しみにしております。 
※こんな顔の３人を見つけたら是非とも声をかけてくださいね♪ → → → 

第３３号：平成２６年３月  

 

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。 

 

 

採用された人には 

おもちゃ商品券 

（1000円分）プレゼント 

今月の子どもライターはひとみ 

ちゃん。大阪城をサンタの衣装で

走る GREAT SUNTA RUNに参加

してきたんだね！サンタがたくさん

いてとっても楽しそう。 

投稿ありがとう♪ 

 立春を過ぎたとはいえ、寒い日が続いています。そんな毎

日に手袋は必需品ですが、さてみなさんは手袋に手をいれ

ることを何と言いますか？ 

こう質問すると手袋を「はく」と答える地域があります。一

般的に知られているのは、北海道、東北、北陸、近畿、四国の

一部。でも、もしかしたら「自分は近畿の人間だが、『手袋をは

く』なんて言わない」という人がいるかもしれません。 

 では、質問をもう一つ。寒い夜、布団で体を覆うことを、布

団をどうすると言いますか？ある報告によると、北海道、東

北北部、北陸、近畿の一部では布団を「きる」と言うそうです。

私の東北の家族も「布団をちゃんときて」と言います。 

 手袋を「はく」と布団を「きる」についての調査はまだ十分

ではないので、みなさんが口にしたり耳にしたりしている表現

は貴重な情報です。ぜひ、手袋を「…」と布団を「…」の表現に

注意してみてください。     

 【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 

月一回お届けしている本紙｢IMONIKAI｣
実は…発行タイミング等の関係で 
掲載できていないおすすめ情報も 
あるんです。 

・携帯電話アドレスの場合、添付データ等が正しく受信できない場合があります。 
・指定ドメイン（@osakacity-vnet.or.jp）のメールを受信できるよう設定を 
お願いします。  

・メール以外での配信はしておりません。ご了承くださいませ。 
・掲載できなかった情報がある場合のみの配信となります。 
・いただいた個人情報は、避難者向け情報の提供以外の目的には使用しません。 

imonikai＠osakacity-vnet.or.jp 
 

(名前,生年月日,ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ,住所,TEL,家族構成,避難元を添えて） 

 
情報紙に掲載ができなかった情報

をメールで配信します！！ 
配信希望の方は、右アドレスまで必
要事項を添えてお送りください。 

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 
(天王寺区東高津町 12-10) 

郡山駅(福島県) 

運行期間：3月 20日(木)～3月 24日(月) 

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市に避難している人を優先） 

参加費：無料 

定 員：25人（抽選） 

締 切：3月 3日(月) 17：00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：河崎・川口） 

※当落のご連絡は 3月 4日～7日に電話にて随時行います。 

※3月 7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。 

※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。 

※一人でも多くの方にご利用いただけるよう、キャンセルされる場合はなるべく 

早くご連絡ください。 

かわさき ＆ むくのき ＆ きくち 

19：00 
＜出発＞ 

 

6：00 
＜到着＞ 

11：30 
＜到着＞ 15：00 

＜出発＞ 

17：30 
＜出発＞ 

19：00 
＜出発＞ 

20：30 
＜出発＞ 

8：00 
＜到着＞ 

7：00 
＜到着＞ 

8：30 
＜到着＞ 

3/21 

3/20 3/24 

3/23 

3/22 

登録はＱＲ 

コードが便利♪ 

ボランティアと 

一緒だから、お子様

連れでも安心！ 

【日時】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 L 
【定員】１００人（要申込/先着順） 
【申込】大阪市ボランティア・市民活動センター 
※申込み方法や詳細は同封のチラシをご覧ください 

お世話になった地域や企業・団体の
皆さんに「笑顔でありがとうと言い
たい」という避難者の思いから生ま
れた企画です。集まったメッセージ
は、モニュメントにして会場で展
示・発信をします。 

避難者限定 

つながり・情報
交換の場として 

アロマで癒さ
れるのもよし♪ 

交流テーマに 
あまちゃん！？ 

関西県外避難者のための交流会です。一風変わったテーマで楽しく交流できる
場や、支援団体・専門家によるさまざまなブースを用意しています。 

【メッセージの届けかた】 
① 同封の用紙に記入、当日のモニュメント会場で手渡す 
② 所定の宛先まで郵送 
※詳細は同封のチラシをご覧ください 
【主催】ありがとうの木を育てようの会、学生通信社 
 

完成イメージ 

参加費無料 

梅田スカイビルを会場に毎年開催されて
いるイベントで、震災を忘れることなく、
「関西だからこそできることを考えよう」が
コンセプトです。 
（※詳細は同封のチラシをご覧ください） 
今回はその中から 2 つの企画をご紹介し

ます。ぜひ会場にお越しください。 

車内イベント

で、長い道中も

楽しく帰省♪ 

大型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」の運行詳細が決定しました。 

春のお彼岸の帰省などにお役立てください。 

サンタの服をきて、 

お姉ちゃん達と、走り、楽しかったです。 

瞳は、真ん中のお姉ちゃんと、最初に走り、途中で、

ママと、お姉ちゃんに会い、また、走ったから、７キロ、走

りました。クマモンもいて、一緒に、踊ったり、おいしいうど

ん食べたり、じゃんけんして、勝ち、シャンプーセットも、

もらいました。 

寒かったけど、また、来年も、みんなで走りたいです。 

投稿№008 ひとみ 



 

招待期間：3月 1日(土)～3 月 31 日(月)  
    ※開館時間：10：00～19：00（最終受付 18：00） 
    ※浪速ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰの概要は、同封のリーフレットをご覧ください 
 
場 所：浪速スポーツセンター アイススケート場 

(地下鉄御堂筋線「なんば」駅５番出口徒歩 10分) 
 

入場料：無料（ご招待）※保護者同伴の６歳未満の方は無料 
※入場料は無料ですが、スケート貸靴（400円）、貸そり（1回 30分 500円） 
はご負担ください（ヘルメット・ひじ、ひざ当ては貸出し無料） 
 

対 象：東日本大震災により大阪に避難中の方 
    ※入場時に「ご招待入場券」（当センター発行）を受付に提出してください 
 
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：3 月 10日（月） 

※申込受付後一週間以内に「ご招待入場券」を発送します 
※お 1人様 1 回のご利用とさせていただきます 

 

日 時：3 月 10日（月）9：00～20：00  
          ＜①チャリティーカット＞ 9：00～16：00 
          ＜②J A Z Z ラ イ ブ＞ 19：00～20：00 

※イベントの詳細は、同封のチラシをご覧ください 
 
場  所：イッツ ヘアー AVA (アバ) 

（大阪市天王寺区国分町 3-12 デイリーカナートイズミヤ国分町店 2F 
   JR 環状線「寺田町」駅北出口線路沿い徒歩約 5 分玉造筋沿い） 

 
入場料：無料（ご招待） 
 
定 員：①カット 10 人 ②ライブ 10人（先着順） 
 
申込み：イッツ ヘアー AVA (アバ) ☎06-4305-0114（担当：岡本） 

「IMONIKAI」を見たと電話でご連絡ください 
※①カットについては、上記時間よりご予約ください 

 
締  切：定員になり次第 

第４回（株）我
が

楽
らく

多
た
 チャリティーイベント 

＝ヘアカット、JAZZ ライブにご招待＝ 

にご招待 

日本一高いビル・あべのハルカスに「あべのハルカス美術館」つ
いに開館！あべのハルカス美術館の開館を記念して、国宝、重要
文化財を含む、東大寺の宝物展を開催します。本展は、国宝『誕
生釈迦仏立像』をはじめ、創建当初の姿を伝える宝物、東大寺の
伝統を伝える宝物を、数度にわたる被災からの再興の歴史を物語
る宝物など 70点を精選して展示し、東大寺の姿を紹介します。 

会 期：3 月 21日(金・祝)～5月 25 日（日）   
※開館時間：9：30～17：00（入館は 16：30 まで） 
※休館日：毎週月曜日（3/24・31、4/7・28、5/5 は開館）、5/7(水) 

 
場 所：大阪市立自然史博物館ﾈｲﾁｬｰﾎｰﾙ（長居公園内） 

(地下鉄御堂筋線「長居」駅３号出口から徒歩 10 分)  
    (JR 阪和線｢長居｣駅東出口から徒歩 15分) 
 
入場料：無料（ご招待）※中学生以下、障がい者手帳など 

持参者(介護者 1 名含む)は無料 
 
対 象：10組 20人(抽選)  

 
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：3 月 10 日（月） 
     ※3 月 17 日頃のご招待券発送をもってかえさせていただきます 

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（第 2弾） 

公演日程：3 月 1日(土)～３月 30 日(日) 
※公演日程は、同封のチラシをご覧ください 
※各公演のご招待枠に限りがありますので、 
お早めにご予約ください 

 
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」（3 月 1日 12：00 公演） 

には、3歳未満児も入場 OK! 
 

対 象：東日本大震災により関西に避難中の方 
    ※ご招待チケットを申込受付後一週間以内に送付します 

チケットが届き次第、鑑賞する公演を予約してください 
 
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） 

 

スケートを楽しもう♪ 

浪速アイススケート場にご招待 

国際規格を誇る広々としたスケートリンクは、年中滑ることができ夏でもスケートを
楽しめます。 貸靴など充実、初めての方も安心！！ 
ソチオリンピックで、日本選手がスケートなどで大活躍の今！ご家族・お友だちと
みんなですいすいスケートをお楽しみください♪ 

開催期間：3 月 22 日(土)～5 月 18日(日) 
※会館時間、休館日は、同封のチラシをご覧ください 

 
場 所：あべのハルカス美術館 

（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 あべのハルカス１６階） 
（近鉄「大阪阿倍野橋」駅、ＪＲ・地下鉄「天王寺」駅 ・ 
阪堺上町線「天王寺駅前」駅下車すぐ 

 
入場料：無料(ご招待) 

 ※未就学児は無料 
 

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) 
(全員の名前・年齢・〒・住所・TELを添えて） 

 
締 切：3 月 10日（月）  
    ※3 月 17日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

３年前、私達美容師に出来ることは何か？と考え始まったイベントです。 
チャリティーカット、プロのミュージシャンをお招きして店内での JAZZ ライ
ブ、そして店頭ではバザー、近隣のお店様からの出店（ラーメン屋さん、カフ
ェ、エステ etc）<9時～17時>など楽しいイベントです。 
当日の収益金は東日本大震災の復興支援として全額寄付いたします。 

大阪市立自然史博物館は長居公園に移転してから、長居植物園は開園から、 
今年それぞれ４０周年を迎えます。これを記念して特別展を開催します。 
恐竜時代の最後、激動の時代に生きた大型植物食恐竜トリケトラプスの進化の 
謎に迫ろう！ 

演劇でもない、ミュージカルでもない、サーカスでもない！新感覚のエンター
テイメント！！ 
昨年 12月～今年 1月の公演をご覧になった方から、ご好評いただきました。
ご好評にお応えして第２弾！3 月公演にご招待いたします。 

毎月第 4 水曜日開催の交流会です☆お茶を飲みながら、 

みんなでゆったりお話しましょう。当日参加も大歓迎です。 

日時：2月 26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 ３階 

(地下鉄「谷町九丁目」駅、近鉄「大阪上本町」駅 11 番出口) 

 

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 ・Ｅメールにて(☎・✉裏面参照) 

(名前・年齢・〒・住所・TELを添えて) 

 

弁護士 
心のケア専門員 

子育てママのつよ～い味方☆ 
いらなくなった子ども服、靴、マタニティーウエ
アなどをみんなで持ち寄り、必要な方が必要
な分だけ無料で持って帰ってもらえる 
イベントです。 

日 時：2月 28日(金) 10：30～12：00 
（おさがり受付 9：30～） 
 

※避難者 10：00～10：30優先入場可 
「いもにかいを見た」と受付にお伝えください 

 
 
場 所：あべのベルタ地下２階ベルタサロン 

（地下鉄谷町線「阿倍野」駅直結） 
（ＪＲ「天王寺」駅 南に徒歩 10分) 

 
 
持ち物：エコバッグ等の持ち帰り用袋 

(あれば)子ども服、靴、マタニティー服など 
 
 
申込み：不要 
 
 
問合せ：あべの子育て情報紙 ままちっち 

☎090-8539－2594（担当：重松） 

あべのハルカス美術館 開設記念特別展 

『東大寺』にご招待 

大好評イベントへの優先入場できます！ 

おさがりサイクル 

 

今後の開催よてい 
 
3月 26日(水) 
4月 23日(水) 
5月 28日(水) 

子どもを見てもら
っていたので気に
せずお話しできた 

日常の悩み
心配事を聞
いてもらっ
てすっきり
した 


