
 

 

 

 

 

 

 

 

  

年齢も職業も様々なメンバーで構成された劇団「きゅう」のみなさんが出演

する舞台の公開通し稽古に行ってきました。「きゅう」は以前より平和問題など

をテーマにした演劇や朗読劇に取り組んでいます。今回の舞台は、大阪に住む

県外避難者の話を聞いたことをきっかけに、福島県への現地視察を行うなど準

備を進めてきました。 

 

原発事故直後の小さなこどもを抱える夫婦の会話から始まる舞台は 

迫力満点で、取材ということを忘れて惹き込まれてしまいました。 

被災された方々の内なる声や、実際に困っている現状などを演劇と 

いう形で支えていきたいという思いがつたわる舞台となっています。 

みなさん、ぜひご覧ください！ 

 

編集後記 

この度、IMONIKAI 担当を離れることになりました。限られた紙面スペースをいかにみなさんにとって有益で楽しいものにしていくか… 

そんな試行錯誤の日々が終わってしまうのが淋しいです。今までありがとうございました。これからも IMOINKAI をよろしく！ (かわさき) 
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３８号：平成２６年８月  

 

 「連母音の融合」という現象があります。「そんな現象、知らねぇ」とつぶやいた方もいるかもしれませんね。 

実は、その「知らねぇ」の「ねぇ」こそ、連母音の融合が引き起こしたものです。 

「知らねぇ」は、「知らない（ｎａｉ）」のア母音（ａ）とイ母音（ｉ）が並んだ結果、融合してエ母音（ｅ）に

なり、「ねぇ（ｎｅ）」となったものです。このように二つの母音が並んだ結果、別の発音になるのが連母音の融合で

す。この現象は東北や関東の方言として有名ですが、実は全国的に見られます。ただし、関西はあまり連母音の融合

を起こさない地域です。 

夏は「アチー」や「ダリー」といった言葉を耳にする機会が増えます。「アチー」も「ダリー」も 

「暑い（ａｔｕｉ）」と「ダリー（ｄａｒｕｉ）」のウ母音（ｕ）とイ母音（ｉ）が連母音の 

融合を起こしたものです。若者語っぽく聞こえますが、ルーツをたどると方言の発音なのです。   

【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  

     追手門学院大学講師  櫛引祐希子 

 

 
 
劇団「きゅう」公演『避難ママの選択』 
チケットを10人様(最大5組)にプレゼント！ 
※舞台当日の保育もあります（要事前申込） 
 
公演日：8 月 2 日(土) 
場 所：大阪市立こども文化センター 
申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター

(担当:赤星・浜辺) 
電話 ・Ｅメールにて(☎・✉下記参照) 

（全員の名前・年齢・〒・住所・TEL を添えて） 
締 切：7 月 28 日（月） 

※7 月 31 日頃の発送をもってかえさせていただきます 

※詳細は同封のチラシをご覧ください 

また、各商品には施設宛てのハ

ガキがついており、被災地を応援

したいという購入者の思いを届け

ることができます。 

今のところインターネット、デ

パート等の催事販売のみですが、

本社でも販売を行っていますの

で、お近くに寄られた際は、ぜひ

チェックしてみてください。 

サンワード株式会社 

(大阪市天王寺区上本町 6-9-14 
上本町ビル 2F) 

■地下鉄｢谷町九丁目｣駅 徒歩5分 
06-6773-3010 

福島県下の障がい者施設で手作りされた木製ボタンをあしらった 

ブランド「manga knapp-モンガ・クナップ-」を立ち上げたカバンメーカー 

サンワード㈱の本社に行ってきました。 

レポート 

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。 

 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。  

登録はＱＲ 
コードが便利♪ 

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☆ 

日時：7 月 23 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) 

心のケア専門員 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター(担当 :赤星・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) 

☎ 

ぬくもりのある木製ボタン 
個性的なデザインが特徴 

語ってくれたのは代表の池田さん。

施設と共同開発をしたぬくもりの 

あるボタンを現在、9 カ所の施設より

毎月約 2000 個を購入し支援へとつな

げているそうです。 
本社入口。かわいい看板が目印♪ 

「被災地を継続的に支援したかった」 

7/24(木)～7/30(水) 
京阪百貨店 ひらかた店 2階 
イベントスペースにて「manga 
knapp」イベントを行うことが
決定！遊びに来てね。 

お問合せ 

今後の開催よてい 
 

 8月 27日(水) 

9月 24日(水) 

【日時】 8 月 27 日（水）10：30～15：00 ※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1 階第 7 会議室 
【定員】 30 人（先着順） 
【お申込み・お問合せ】 
大阪市ボランティア・市民活動センター（赤星・浜辺） 

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） 

いつもより 30分遅くスタート。 
開始時間に注意してね。 

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☆ 
ボランティアさんと一緒に、みんなで楽しめるイベントにしようと話し合い・ 
準備を進めています。 
この日の CaféIMONIKAI は予約制となっています。お申し込みはお早めに♪ 

去年は、かき氷を作って 
みんなで食べました 

レポート 



シルバニアの仲間と一緒にステー
ジショーで歌って、踊って、夏の思い出
を作っちゃおう☆ 
※ショーは土日お盆(8/13～15)のみ 

本チケットは「平日こども招待券」です。 
土日お盆（8/13～15）は 50 円割引券とし
てご利用いただけます。※大人は利用不可※ 

   

 

会 期：7 月 12 日（土）～8 月 31 日（日） 
※会期中無休 
※開館時間は同封のチラシ参照 

会 場：大阪文化館・天保山（大阪市港区海岸通 1-5-10 ） 
（地下鉄中央線「大阪港」駅下車徒歩５分） 

 
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:赤星・浜辺) 

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：8 月 4 日（月） 
※8 月 8 日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

 

日 時：7 月 19 日(土)～8 月 31 日（日） 
10：00～17：00（最終入場 16：30） 

場 所：ATC 特設会場（オズ棟北館 3 階） 
（地下鉄「コスモスクエア」駅徒歩 5 分） 
（ニュートラム「トレードセンター前」駅直結） 
 

定 員：5 組 10 人（抽選） ※1 歳以下無料 
 
申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター 

(担当:赤星・浜辺) 
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：8 月 4 日（月） 

※8 月 8 日頃のチケット発送をもってかえさせて 
いただきます 

 
 
 
 
 

夏といえばやっぱりこれ！ 

淀川花火見物 

難波宮の発掘調査が始まってから 60周年で
ある今年、その調査成果と発掘史を様々な資
料や展示物からひも解いてゆきます。大阪の
遺産にぜひふれてみてください。 

会 期：6 月 21日(土) ～8 月 18 日（月） 
※火曜日休館 
※開館時間は同封のチラシ参照 

 
場 所：大阪歴史博物館 6階 特別展示室 

（地下鉄「谷町四丁目」駅すぐ） 
 
定 員：10 組 20 人（抽選） 

※中学生以下、大阪市内在住の 65歳以上、 
障がい者手帳等をお持ちの方は無料 
 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター 
(担当:赤星・浜辺) 

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：8 月 4 日（月） 

※8 月 8 日頃のチケット発送をもって 
かえさせていただきます 

 

 家族みんなで楽しめる！ 

ピッコロ劇団ファミリー劇場 

大阪の遺産にふれるチャンス 

大阪遺産 難波宮 
－遺跡を読み解くキーワードー 

日 時：7 月 12 日(土)～8 月 31 日（日） 
10：00～18：00（最終入場 17：30） 

 
場 所：ATC 特設会場（ITM 棟 3 階） 

（地下鉄「コスモスクエア」駅徒歩 5 分） 
（ニュートラム「トレードセンター前」駅直結） 

 
定 員：15 組 30 人（抽選） ※2 歳以下無料 

 
申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター 

(担当:赤星・浜辺) 
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：8 月 4 日（月） 
※8 月 8 日頃のチケット発送をもって 
かえさせていただきます 

※詳細は同封のチラシ参照 
 

 世界の動物がいっぱい！ 

ATC世界の動物はくせい 
サファリパーク 

  デカイ！ゴツイ！カッコイイ！ 

ATC世界のクワガタ 
カブトムシ展 

 

シルバニアファミリーとあそぼう！ 

海外でも活躍する「ピッコロ劇団」が
お送りする歌あり、踊りあり、笑いありの
珠玉のミュージカル「飛んで孫悟空」。
夏休みの一日をご家族揃ってお楽し
みください。 

毎年大勢の見物客で賑わう淀川花火
大会。今年も特別観覧スペースをご用意
しました。会場では、復興支援バザーなど
楽しい催しもいっぱいです。 

日 時：8 月 9 日(土)   
18：00 開場～21：00 頃 
 

場 所：フィットネスクラブ コ・ス・パ 塚本  
第 2 駐車場 
(ＪＲ神戸線「塚本」駅より徒歩 3 分) 
※周辺道路での交通規制の為、車・ 
自転車でのご来場はご連慮ください。 

 
申込み：大阪ガスグループ小さな灯運動 

※同封のチラシをご覧ください 
 

締 切：8 月 4 日(月)  
※応募者多数の場合は抽選 

日 時：8 月 2 日(土)  開場 14：15 
開演 15：00(お芝居約 90＋α) 

 
場 所：ピッコロシアター大ホール 

(ＪＲ宝塚線「塚口」駅より徒歩 5分) 
 
演 目：『飛んで孫悟空』 

 
申込み：大阪ガスグループ小さな灯運動 

  ※同封のチラシをご覧ください 
 
締 切：7 月 28 日(月) 
※応募者多数の場合は抽選 

本物そっくりな世界の動物のはくせいが、 
サファリパークのような会場にいっぱい  
いるよ。その中を SL の電気自動車にのって
探検しよう！ 

世界の 3大カブトとクワガタや 
珍しい昆虫が大集合！間近 
での観察や、触れ合いコーナーの 
ほか、ヘラクレスオオカブトとの
記念撮影コーナーもあります。 

ガンダム 35 周年を記念し、シリーズ第一作となっ
た「機動戦士ガンダム」を中心にガンダムの魅力を
徹底的に解き明かす展覧会です。最大の見どころ
は、なんと言っても一挙 1,000 点を公開する制作資
料！企画段階の極秘メモやキャラクター原画など
ファンにとっては見逃せません。 

 

機動戦士ガンダム展 
THE ART OF 

G  U N  D  A  M 
モネ、ピカソなど巨匠の傑作が大阪へ 

 こども展 

 
18～20 世紀に活躍した、日本でも
人気を誇る 47 人の巨匠による、“こ
ども”をテーマに描いた作品が大阪
に一堂に会します。 
過去にはパリでも開催され、約 20 
万人を動員しました。 
出展作品の 3分の 2が日本初公開で
す。様々な表情をみせる愛らしいこ
どもの姿をご堪能ください。 

会 期：7 月 19日(土)～10 月 13日(月・祝) 
※開館時間、休館日は同封のチラシ参照 

 
場 所：大阪市立美術館（天王寺公園内） 

 
定 員：5組 10 人（抽選） 

※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方は無料 
 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター(担当:赤星・浜辺) 
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：8 月 4 日（月） 
※8月 8日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

軽くてかわいい！ 

おんなの子用ランドセル 
 

今年も大阪の企業様より

素敵なランドセルの提供

をいただきました。色はレ

ッド、チェリーピンクの 2種類

です。是非ご活用ください。 

個 数：10 個 (抽選)     
※安心の日本製（ｸﾗﾘｰﾉ） 
※艶消し、強撥水、950ｇ前後で背中にぴったりフィット 
※申込みは一世帯につき 1個まで 
 

申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター(担当：赤星・浜辺) 
電話 ・Ｅメールにて(☎・✉裏面参照)   
・代表者名・〒・住所・TEL・お子さまの名前・ふりがな・ 
年齢・色の第 1、第 2 希望を添えて 
 

締 切：8 月 4 日(月) 
※8 月 8 日頃の発送をもってかえさせていただきます 

ピエール=オーギュスト･ルノワール  

《ジュリー･マネの肖像、あるいは猫を抱く子ども》 

1887 年 オルセー美術館 

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / 

 Hervé Lewandowski / 

 distributed by AMF – DNPartcom 

申込み 
問合せ 

申込み 
問合せ 

日 時：7 月 19 日(土)～8 月 31 日（日） 
11：00～18：00（最終入場 17：30） 

 
場 所：ATC 特設会場（ITM 棟 3 階） 

（地下鉄「コスモスクエア」駅徒歩 5 分） 
（ニュートラム「トレードセンター前」駅直結） 

 
定 員：5 組 10 人（抽選） ※2 歳以下無料 

 
申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター 

(担当:赤星・浜辺) 
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：8 月 4 日（月） 
※8 月 8 日頃のチケット発送をもって 
かえさせていただきます 

※詳細は同封のチラシ参照 
 
 

(C)2014 EPOCH CO.,LTD. 

わくわくサマーフェスタ 2014in ATC 

       レッド 

    チェリーピンク 

 

※写真はチェリーピンクです 
※色見本はあくまで参考です 


