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最後には、子どもたちがお

母さんに感謝の気持ちを込め

た色紙を渡す素敵な企画があ

りました。 

「いつもありがとう」と綴

られた色紙をお母さん方は、

とてもうれしそうに照れくさ

そうに受け取っていました。 

4月 13日（日）、IMONIKAI第 34月号で招待いただいた、
学生団体“レオクラブ”主催の大阪城公園でのお花見大
会にお邪魔してきました。避難者の方 9 組のご家族が参
加され、ボランティア含む総勢約 50人の大規模なお花見
大会でした。 

 

震災後、大阪での生活を始めた福島出身の人から面白

い話を聞きました。赤ん坊を表す方言が福島と大阪で似て

いるというのです。大阪では「ややこ」。福島では「ややっこ」。小

さい「つ」、つまり促音（そくおん）が入るかどうかが大阪と

福島の違いです。 

「ややこ」の方が「ややっこ」よりも古く、16 世紀から使われ

ています。地域的な分布も「ややこ」の方が広く、関西に加え

て神奈川、新潟、愛知、三重、広島、島根、四国で使いますし、

福島でも使われるようです。一方、「ややっこ」は福島以外で

は神奈川と新潟でしか使わないようです。 

ところで、赤ん坊を表す方言には「やや」もあります。文献を

みると「ややこ」の方が古いのですが、地域的には岩手から

九州まで使用が見られるので、「やや」の方が古くから使わ

れていた可能性も否定できません。 

「やや」「ややこ」「ややっこ」。どんな呼び方であれ、 

すくすくと育ってほしいものです。 

【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 

 

第３６号：平成２６年６月  

 

主催:大阪府生活協同組合連合会 
定員:30人 
対象:東日本大震災により関西に避難されている方、及びご家族 

みおちゃん突撃現場レポート② 
職員 

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います。 

◆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
むく

木
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 

 

採用された人には 

おもちゃ商品券 

（1000円分）プレゼント 

大阪府生活協同組合連合会が、昨年に引き続き里帰

りを目的とした「福島県里帰りバス」を運行します。

道中のお世話にボランティアが同乗します。 

申込方法などの詳細は次号紙面にてご案内します。 

なんとレオクラブの学生は前

日から泊まり込みで場所取りを

するという意気込み！ 

子どもたちは学生が企画した

ゲームや、おにごっこなどを楽し

み、元気いっぱいに走り回ってい

ました。 

その間、大人は、みんなで楽し

くだんらん。子どもたちを見なが

ら、ゆったりとした時間を過ごし

ました。 

 

 

今後も当セン

ターでは、息の長

い支援をしたい

というレオクラ

ブの思いを、応援

していきたいと

思います。 

往路 8月  5日（火） 8：00 なんばＯＣＡＴ出発 

           19：00 福島県ＪＲ郡山駅前到着 

復路 8月 10日（日） 8：00 福島県ＪＲ郡山駅前出発 

           19：00 なんばＯＣＡＴ到着  

※片道の利用も可能です。 

日程（予定） 
 



 

編集後記 
 この 5 月をもちまして、退職することとなりました。2011 年 7 月からこれまで、
避難されている方々の支援を担当させていただきました。私自身、震災がなけ
ればこの職場で働くことはなかったと思います。だからこそ、ここでみなさまと出
会えた「ご縁」に感謝して。今後も形は変わりますが、 
引き続き応援させていただきたいと思っています。 
ありがとうございました。（むくのき） 

かわさき ＆ むくのき ＆ はまべ 

社会福祉法人大阪市社会福祉協議会 大阪市ボランティア・市民活動センター (担当：河崎・椋
むく

木
のき

・浜
はま

辺
べ

) 
 

〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町 12-10 大阪市立社会福祉センター１階 
TEL 06-6765-4041  /  FAX 06-6765-5618  /  Email：imonikai@osakacity-vnet.or.jp 
≪利用時間≫ 月～金曜 9：30～20：30 土曜 9：30～17：00  (日曜・祝日及び年末年始休館) 

日  時：6 月 21 日（土） 
13：30 開場 14：00 開演 
 

場  所：奈良教育大学講堂 
（近鉄・JR「奈良」駅より市内循環バス(約 10 分)で 
「高畑町(奈良教育大学)」下車） 

※詳細は同封のチラシをご覧ください 
 

定  員：50 人（先着順） 
 

：ハンガリーの夕べ実行委員会（担当:山口） 
TEL：090-1653-8652  Ｅメール：yamaguchi@apt-co.jp 
(全員の名前・〒・住所・TEL・年齢添えて） 
※申込時に、必ず「いもにかいの応募」と申し添えください 

締 切：5 月 30 日（金） 
※6 月 6 日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

開催日時：5 月 31 日（土）～7 月 21 日（月・祝） 
※開館時間、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（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」駅下車） 

 
定 員：5 組 10 人（抽選）※未就学児無料 
 
申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター(担当:河﨑・椋木) 

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：5 月 30 日（金） 
※6 月 6日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

天使を拾い、飼うことになった主人公が、天使との暮らしの中で
成長をしていく姿を描いた作品です。出演の「劇団京芸」は 1949
年に設立され、毎年数多くの公演を行う実力派劇団。観終った
あとに込み上げる「心のじんわり」をぜひ体感してください。 

日 時：5月 28日(水)  10：00～15：00 
※途中参加、途中退室も可 
※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:河崎・椋木) 
電話 ・Ｅメールにて(☎・✉下記参照) 
(名前・年齢・〒・住所・TEL を添えて) 

毎月第 4水曜日開催の交流会です☆お茶を飲みながら、 

みんなで好きにお話していただけます。心のケア専門員に

相談もできますよ。当日参加も大歓迎！ 

今後の開催予定 

6月 25日(水) 
7月 23日(水) 

☆情報紙 IMONIKAI は毎月 10 日発行です。情報掲載希望の方は、毎月末までにご連絡ください 

ドイツの薫風によせてⅡ 風は東へ！ 

至高のトリオ ヴァイオリン・ソプラノ・ピアノ 

 

問合せ 
申込み 

昨年も大好評だった音楽祭協賛コンサート
(ムジークフェストなら)にご招待企画です。 
ハンガリー人の超絶技巧ヴァイオリニスト、
清らかなソプラノ、芳醇なピアノのトリオは 
優雅で幸せな時間を紡ぎます。 

ミラノ ポルディ・ペッツォーリ美術館 

華麗なる貴族コレクション 

ピエロ・デル・ポッライウォーロ 

≪貴婦人の肖像≫ 1470 年頃 

本展では、ヨーロッパ肖像画史上
に輝く傑作《貴婦人の肖像》をは
じめ、ルネサンスから 19 世紀に
いたる華麗なる貴族コレクション
約 80 点を日本で初公開します。 
 
イタリア美術の歴史をたどる美し
い絵画、肖像の数々を是非その目
でご覧ください。 

ココロが春めくように柔らかくなる 

こども劇場 演劇「天使のかいかた」 

 

日  時：6 月 15 日（日） 
14：00～15：20（13：30 開場） 
 

場  所：大阪市立こども文化センターホール 
（地下鉄「西長堀」駅下車すぐ） 
※詳細は同封のチラシをご覧ください 

 
定 員：10 組 20 人（抽選） 

※4 歳未満は申込不可（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:河﨑・椋木) 

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

締 切：5 月 30 日（金） 
※6 月 6 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 

 


