
日 時：9 月 13 日（土）～9 月 15 日（月・祝） 
 
会 場：なんばウォーク（地下鉄「なんば駅」） 
（受付場所：クジラパーク） 
 
受付時間：11：00～19：00（ゲームは各日 20時で終了） 
    ※１日で脱出できなかった場合は、続きを後日お楽しみ 
     いただけます（9/15を除く） 
 
定 員：50組（抽選） ※ご招待ハガキ１枚で「脱出キット 

(1セット)」を受付でさしあげます。 
１セットを１グループでお使いいただけます。 

  ※キットとの引き換えは、ハガキのお名前ご本人に限ります。 
 
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（代表者の名前・年齢・〒・住所・TELを添えて） 

 
締 切：9月 7日（日） 
※9月 10日頃のハガキ発送をもってかえさせていただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 
砂場で泥団子をつくるときのことを思い出して下さい。 

大きさや固さを調整しながら乾いた砂をかけて完成。幼い頃、

手が泥だらけになっても夢中で泥団子を作りました。 

 と、ノスタルジーな気分に浸っていたいところですが、最近、 

学生たちと話していて面白いことに気づきました。泥団子の仕上

げとして最後にかける乾いた砂。この名称にどうも地域差がある

ようなのです。大阪出身の学生たちは「サラスナ」と言いますが、

京都出身の学生たちは「サラコナ」と言います。 

でも、もう一方で多いのは「名前なんてあるの？」という反応。 

実は私もそうです。泥団子の仕上げにかける 

乾いた砂、としか言いようがありません。 

 「サラスナ」と「サラコナ」の「サラ」の語源は 

「サラサラ（な砂）」か、＜新しい＞という意味 

の「サラ」のどちらかでしょう。よく分からないのは京都で使う「サラ

コナ」の「コナ」。なぜ砂のことをコナというのかはもう少し調べる必

要がありそうです。みなさんは、あの砂のこと、何と言いますか？ 

【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 
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謎に包まれた地下帝国で一人、また一人

と女性たちが消えてゆく事件がおこります。

様々な謎解きをしながら、物語を進めていく

参加型ゲーム・イベントです。みんなで無事

地上に脱出しよう！ 

『なんば 地下帝国からの脱出』 
～電車を降りると、そこは謎に包まれた地下帝国

～ 

 

ご招待 

古代大阪と東アジアとの交流を再現した
お祭り「四天王寺ワッソ」。 古代の美しい
衣装を着て、パレードに参加してみません
か？ アジアの食が堪能できる屋台広場や、
日本とアジアの物産展、親子で楽しめる 
クラフトコーナーなどもりだくさんです。 

日  時：11月 2日（日）10：30～17：00 
    
場  所：なにわの宮跡公園 

（地下鉄 谷町 4丁目 徒歩 2分） 
 
申 込 み：NPO法人大阪ワッソ文化交流協会 

※電話・Eメール・FAX・ホームページなど 
   ※詳細は同封のチラシをご覧ください。 
問 合 せ：☎06-6371-8703（担当:歌川） 

※「IMONIKAIを見た」とお伝え下さい。 
締  切：9月 19日(金) 午前中 

【場 所】 大阪市立社会福祉センター 1F 第 7会議室        ※12：00～13：00は昼休み 

（地下鉄「谷町九丁目」駅、近鉄「大阪上本町」駅 11番出口） 

【定 員】 30人（先着順） 

     ＊イベントの対象年齢は小学生以下です 

     ＊大人の方は別室でお茶を飲みながらゆったりお話ができます 

【もちもの】 汚れてもよい服、 汗ふきタオル、 子ども用エプロン(あれば) 

【申込み】 大阪市ボランティア・市民活動センター（赤星・浜辺） 

裏面の電話・Ｅメールにて（全員の名前・年齢・〒・住所・TELを添えて）     
 

歴史の町 大阪を体感！ 

 四天王寺ワッソ 
 

途中参加、退室も可能です  

   

 

 

この日は 
予約制です 

 ダンボール迷路、工作 

コーナーやミニゲーム、 

カップケーキづくりなど… 

ボランティアさんが楽しい 

イベントを準備中！ 

お楽しみに！ 

 

 

※ 昼食は各自でご用意ください。 

参加者 
募集！ 



    

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：赤星・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) 

日 時：8月 28日（木）開場 18：00 
    開映 18：30 

 
場 所：御堂会館（地下鉄 御堂筋線・中央線 本町駅すぐ） 

 
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(☎・✉下記参照) 
（全員の名前・年齢・〒・住所・TELを添えて） 
 

締 切：8月 22日（金） 
※8月 25日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

 

『アンノウン』のジャウマ・コレット＝

セラ監督とリーアム・ニーソンが再

びタッグを組んで贈るサスペンス・ 

アクション。 ニューヨークから飛び

立った旅客機を舞台に、 リーアム

扮する航空保安官が、 20分おき

に乗客をひとりずつ殺していく  

姿を見せない犯人に立ち向かう。 

編集後記  はじめまして。7月より担当となりました赤星です。よろしくお願いします。久しぶりに都会の大阪に 

戻ってきました。大阪は暑いです。お酢を飲んで夏バテ防止しています。みなさんも、夏バテされませんように。 

日 時： 8月 22日(金)  開場 13：30 開演 14：00 
（上演時間約 1時間) 

場 所：メイシアター（吹田市文化会館） 
 （阪急千里線 吹田駅前すぐ 梅田駅より乗車約 15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(☎・✉下記参照) 
（全員の名前・年齢・〒・住所・TELを添えて） 

 
締 切：8月 18日（月）午前中 
※8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 

 
 

世界遺産登録１０周年記念 

特別展「山の神仏」に
ご招待 

この夏、パリから帰国した兄弟 
ピアニストのコンサートです。８歳
でオーケストラデビュー後、数々の
コンテストで優勝、世界中のオーケ
ストラと共演している２人が夢のよ
うな音楽を奏でます。素敵な音楽と
共に、爽やかな夏の午後のひととき
を過ごしてみませんか？ 

あかほし＆はまべ 

法テラス寄席が今年も開催されます !
大御所の落語の後は、 落語家と弁護士
のコラボによる、楽しくてためになるトーク
ショーがあります。みんなで笑って暑い夏
を吹き飛ばしましょう！ 

日 時：9月 20日（土） 
10：30 開場  11：30 開演 

場 所：大阪弁護士会館２階ホール 
（地下鉄・京阪「北浜駅」下車 

26号階段 徒歩 7分） 
 
落 語： 桂 佐ん吉 「いらち俥」 

   桂 米二   「牛の丸薬」 
   桂 南光    「青菜」 

トーク：「牛の丸薬」について、今の法律から 
見るとどうなるのか南光さん、米二さんを 
聞き手に弁護士が解説します。 

 
申込み：法テラス大阪   ☎：050-3383-5426 
住所：大阪市北区西天満 1-12-5 大阪弁護士会館地下１F 
※往復ハガキまたは電話にて「IMONIKAIを見た」 
と記載・お伝え下さい。 

※詳細は同封のチラシをご覧ください。        
締 切：8月 29日（金) ※郵送の場合は当日消印有効 

  9/6（土）～全国公開に先駆けて 

「フライト・ゲーム」試写会 

ピカソやマティスなどと共に 

20世紀前半にフランスで活躍 

したラウル・デュフィの、 

絵画や版画、服飾、陶器、家具 

など約 150点を展示。南仏の光あふ

れる自然や町並み、華やかな社交界

が、明るく軽やかなスタイルで 

描かれています。 

会 期：8月 5日(火)～9月 28日(日) 
※開館時間、休館日は同封のチラシ参照 

 
場 所：あべのハルカス美術館 

（JR・地下鉄「天王寺駅」下車すぐ） 
 
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(☎・✉下記参照) 
（全員の名前・年齢・〒・住所・TELを添えて） 
 

締 切：9月 4日（木） 
※9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 

 

おひるまピアノコンサート 

川口晃祐＆川口智輝 ピアノ デュオ 
 

☆情報紙 IMONIKAIは次号より毎月 10日発行に変更します。情報掲載希望の方は、毎月末までにご連絡下さい 

日 時： 8月 22日(金)  開場 13：30 
開演 14：00（上演時間約 1時間) 

     
場 所：メイシアター（吹田市文化会館） 
    （阪急千里線 吹田駅前すぐ） 
    （阪急梅田駅より乗車約 15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 17日（日） 
※8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 
 

日 時： 8月 22日(金)  開場 13：30 
開演 14：00（上演時間約 1時間) 

     
場 所：メイシアター（吹田市文化会館） 
    （阪急千里線 吹田駅前すぐ） 
    （阪急梅田駅より乗車約 15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 17日（日） 
※8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 
 

ピエール=オーギュスト･ルノワール  
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   色彩の魔術師 

 デュフィ展 
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表面のご招待も見てね 

ご招待 大阪と言えば「お笑い」！笑う門には福が来る！ 

  第 8回   法テラス寄席 


