
 

 

 

 

 

 

 

  

5月 17日（土） 

中央区にある隆祥館(りゅうしょうかん)書店で行われた 

作家・鎌田實さんを囲む会に行ってきました。医師でも 

ある鎌田さんは福島の放射能問題の痛みや悲しみを伝える 

ための絵本「ほうれんそうは泣いています」(ポプラ社) 

を発刊するなど、精力的な活動を続けておられます。 

 

今月の子どもライターは恐竜大好き

ひよりくん。トリケラトプス、楽しかった

みたいやん。関西弁だらけの報告でびっ

くりしたわ！ 

毎回投稿してくれて、ありがとうな♪ 

6月 あじさい 
7月 は す 
 

編集後記 

先日、南相馬市から１人の男性ボランティアさんが大阪に来られ、市内の高齢者デイサービスセンターで心のこもった歌を披露。 

彼曰く「大阪は暑いね、これ以上暑くなったら活動できないよ(笑)」。いよいよ夏本番、みんなで大阪の夏を乗りきりましょう！（はまべ） 

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・浜辺】 

※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 

ひよりやで(^_^)/~ 

大阪市立自然史博物館へ 行って来てん。 

今回で恐竜展シリーズ は ３回目。 

もう ええわっ！って声も 聞こえそうやけど、報告したるで

～(^_-)-☆ 

あんなの、地球上におったん？と驚いたし、信じられへん

かった。 とにかく むっちゃ でかかったわ。  

かわさき ＆ 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・浜辺) 
 

〒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) 

☆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 

第３７号：平成２６年７月  

 

投稿№010 ひより 

 ６月から７月にかけて雨の日が続く時期を、東日本ではニューバイ、西日本ではツユと言います。 

「ツユは共通語でしょう？」と思った方も多いはずですが、もともとツユは関西を中心に西日本で使わ

れていた方言で、それが共通語として全国化しました。関東で使われていたニューバイは「入梅」の音

読みで「梅雨入り」という意識があったため、関西のツユが共通語として採用されたのではないかと考

えられています。「共通語は東京の言葉」というイメージが浸透していますが、実はツユのように関西

の言葉が共通語になった例もあります。 

もう一つ注目したいのは、東北で使われるナガアメ・ナガメが沖縄でも使われていることです。語源

は「長雨」。まさにぴったりの表現です。これは、古語の名残ではないかと考えられています。長く降

り続く雨の季節。うんざりするのは昔の人たちも同じだったようです。                 

【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  

     追手門学院大学講師  櫛引祐希子 

梅雨の時期ってお出かけする場所に困りますよね。 

そんな時は、季節の花が咲き誇る「花の寺巡り」がおすすめ。 

登録された関西一円 25カ所のお寺の中から 6～7月が見ごろの 

お寺を編集部が厳選してご紹介☆ 

 
☆日本有数の植木産地に位置すると
いう土地柄ゆえ、境内の環境によく
合った草木が数多く植え込まれてい
るのが特徴。 
【アクセス】 阪急宝塚線「池田」駅 

からバス 15分 
【拝 観】 9～16時（料金 300円） 
【T E L】 072-752-1857 

まだまだあった 

関西の穴場スポット 

丹州
たんしゅう

観音寺
かんのんじ

（京都府福知山市） 

永澤寺
ようたくじ

（兵庫県三田市） 

ちょっと足を延ば

してみてごらん 

6月～7月 
はなしょうぶ 

☆標高約 550mの山あいにある寺の 
門前 1万坪の花の園には約 650種 
300万本の花が咲いている。 
 
【アクセス 】 JR福知山線「三田」駅からバス 40分 
【拝 観】 8～17時 (料金 600～800円) 
【T E L】 079-566-0401 
 
 

関連書籍もいっぱい 

6月 あじさい  
7月 ききょう  

久安寺
きゅうあんじ

（大阪府池田市） ☆境内を紫色のグラデーションで染める 
約 100種類 1万株のアジサイ、山道を 
利用した「あじさい散策道」は必見。 
 
【アクセス 】 JR山陰本線「石原」駅から徒歩 15分 
【拝 観】 9～17時 （料金 350円） 
【T E L】 0773-27-1618 
 

お寺ごとで絵柄が異なる 

花お守り（300円）は 

ついつい集めたくなる 

鎌田さん著書「人間らしくヘンテコでいい｣ 
直筆サイン入りを 1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・浜辺) 

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：6 月 30 日（月） 

※7 月 4 日頃の発送をもってかえさせて 

いただきます 

「自分らしく」生きる 
ことってとても大切 

 

5月 20～21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

に当センターが事務局を務める市民活動団体「市民フ

ォーラムおおさか」が参加しました。 

今回のバザー
売上は全額、8 月
に予定している
同団体主催の被
災地へのボラン
ティアバスにお
いて有効に活用
されます。 

震災復興を

願い、東北の特

産品を販売す

るなど継続的

支援を目的と

したこのバザ

ーも今回で 5回

目を迎えます。 

みなさまより寄せたられた提供品を 2 日に渡って

販売をし、たくさんの方々にお買いあげいただきま

した。 

会場には熱心な読者、「メール de IMONIKAI」を通じてご招待いただいた避難 

者が集まり、写真と時にジョークを交えながらお話をする鎌田さんの言葉にみな 

さん聞き入っていました。今後の震災支援において「雇用・放射能の見える化・ 

健康診断」の３点が大切であるという言葉が大変印象的でした。 

 

レポート 

レポート 

すてきな商品がずらり 

いろいろな人が足を止めてくれました 



 

 

 
 

 

夏休みの思い出になること間違いな

し！ 

竜王こどもの王国キャン
プ 

 

大阪で生まれた伝統芸能やさかい 

夏休み文楽鑑賞のつどい 

日 時：7 月 25 日(金)  
開演 11：00（開場 10：00）終演 13：10  

 
場 所：国立文楽劇場 

（地下鉄・近鉄「日本橋」駅 徒歩すぐ） 
 
定 員：30 人（先着順） 

※3 歳以下のお子様は入場できません 
 

：大阪府生活協同組合連合会 
 06-6762-7220 

 
 受付期間：7月 1日(火)～7月 18日(金)※土日除く 
受付時間：10：00～17：00 

※申込みの際「IMONIKAI をみて」とお伝えください 
※詳細は同封のチラシをご覧ください 

 

 

昨年に引き続き、東日本大震災により避難されている方にご利用
いただける福島県郡山市行きの「里帰りバス」を運行します。 
小さなお子さまのお世話をするボランティアも同乗します。 

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：6 月 25 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 :河﨑・浜辺) 

電話 ・Ｅメールにて(☎・✉裏面参照) 

(名前・年齢・〒・住所・TEL を添えて) 

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ち帰
れるイベントです。 

日 時：6 月 27 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） 

美しい音楽による癒しの空間 

夏休みファミリーコンサート 

大好評イベントへ優先入場 

おさがリサイクル 
 

今後の開催よてい 
 

7月 23日(水) 
8月 27日(水) 

 

日 程：【出発】 8 月 5 日（火） 8：00 なんば OCAT 発 
19：00 JR 郡山駅前 着(福島県) 

【帰阪】 8 月 10 日（日）8：00JR 郡山駅前 発 
19：00 なんば OCAT 着 

※片道のみの利用もできます 
※天候・交通事情により発着の時間が前後する場合があります 
※発着地などの詳細は、ご利用者に後日ご案内します 

    
定 員：30 人（抽選） 

※応募者多数の場合は大阪市内に避難されている方優先 
※15 歳以下の方は保護者同伴でご利用ください 

 
参加費：無料 

※バス発着地点までの交通費、道中の飲食費は各自負担 
 

：大阪府生活協同組合連合会 
06-6762-7220 
受付期間：7月 1 日(火)～7 月 18 日(金) ※土日除く 
受付時間：10：00～17：00 
 
※当落の結果は 7月 21（月）以降にご連絡いたします。 

 

大阪と福島を無料で往復 

福島県里帰りバス 

 

好評の交流会企画が今年も帰ってきた！ 

日本最大級のアミューズメントバーを会場に

ちょこっとお酒を交えて、ストレス発散！！ 

一人でも夫婦でも親子でも気軽にどうぞ♪ 

お酒＋おしゃべり＋夜  その名も 

お酒べり night 

 

 

 

日 時：7 月 26 日(土) 18：00～21：00 
 
場 所：Freakout 地下 1 階 
(大阪市中央区谷町 9-4-5) 
(地下鉄千日前・谷町線「谷町九丁目」駅 2 番出口すぐ) 

 
対 象：50 人（先着順） 
 
参加費：避難者 500 円、支援者 1500 円  

ワンドリンク付(追加ドリンク ALL300 円) 
 

持ち物：フード一人一品（手作り OK！購入 OK！） 
※産地を配慮くださいますと幸いです 
※各自、お子様分のおにぎりをご持参ください 

 
申込み：避難ママのお茶べり会 

hinanmama@gmail.com (担当：吉岡） 
※Ｅメールにて、名前・・電話番号・避難者 or 支援者 

（避難者のみ）避難元・避難先 
（避難者子ども連れのみ）年齢・性別 
を添えてお申込みください 

 

 

夏休みの思い出になること間違いなし！ 

竜王こどもの王国キャンプ 

京都府南部、大阪府と奈良県の境に位置し自然が豊富な所で、川遊び、
散策、虫や鳥の観察も楽しめます。火おこしして、ご飯をつくって、キ
ャンプファイヤーや肝試しも。夜はロッジなどで寝ます。青空の下のび
のびと子どもたちいっぱい遊んで楽しく交流しましょう。 

日 時：8 月 16 日（土）～18 日（月） 
 
場 所：京田辺市野外活動センター 「竜王こどもの王国」 

(京田辺市大住竜王谷 9 番地の１) 
（近鉄「新田辺」駅から京阪宇治交通バス「大住ヶ丘西」下車、徒歩 10 分） 
（JR「松井山手」駅から送迎もあります） 

 
対 象：40 人（先着順） 
参加費：無料   ※キャンプ地までの交通費は各自負担 
 
申込み：青空のびのびプロジェクト（事務局：子ども全交） 
        090-7096-4719   ※電話は 18 時以降で 
     kodomozenko@yahoo.co.jp （担当：高松） 

※次の必要事項を添えて電話またはＥメールにてお申し込みください 
名前（ふりがな）  ・年齢  ・学年  ・住所  ・TEL 
参加形態（全日程参加、○日～○日参加、日帰りなどわかるように） 

 
※一般・招待（福島県の親子・避難者）合わせて 80 人が参加予定です 
※詳細は同封のチラシをご覧ください 
 

 
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） 

 

 

・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。  

申込み 
問合せ 

日帰り 

参加 OK 

日 時：7 月 28 日(月) 
午前の部 開場 10：00開演 11：00終演 13：00 
午後の部 開場 13：30開演 14：30終演 16：30 

 
場 所：NHK 大阪ホール 

（地下鉄「谷町４丁目駅」徒歩５分 
 
定 員：午前の部 30 人 / 午後の部 30 人（先着順） 

※3 歳以下のお子様は入場できません 
 

：大阪府生活協同組合連合会 
 06-6762-7220 
 
受付期間：7月 1日(火)～7月 18日(金)※土日除く 
受付時間：10：00～17：00 

※申込みの際「IMONIKAI をみて」とお伝えください 
※詳細は同封のチラシ（午前の部）をご覧ください 

 

日本センチュリー交響楽団の演奏により、本格的な
クラシックからフィギュアスケートの曲、アニメソ
ングなど、大人も子どもも一緒に楽しめます。 

登録はＱＲ 
コードが便利♪ 

申込み 
問合せ 

申込み 
問合せ 

保育 

あ り 

「文楽」は大阪発祥の伝統芸能です。 
孫悟空など親しみあるキャラクター 
が登場する演目を今回は特別に子ども 

たちにもわかりやすい解説 
つきで上演します。ご家族 
揃ってお楽しみください。 

月一回お届けしている本紙｢IMONIKAI｣に 
タイミングにより掲載できなかった 
おすすめ情報をメールで随時配信中！ 
配信希望の方は、次のアドレスまで 
必要事項を添えてお送りください。 

心のケア専門員 

8月 27日（水）の Café IMONIKAI は 
毎年恒例の夏休みイベントを企画中☆ 
みなさんお楽しみに♪ 

  

  


