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お得なご招待や日々の暮らしに役立つ情報など

9.23 大阪から元気を届けようチャリティバザール大特集！！9.23 大阪から元気を届けようチャリティバザール大特集！！9.23 大阪から元気を届けようチャリティバザール大特集！！
　開催が直前に迫っている「9.23 大阪から元気を届けようチャリティバザール」
今回は詳しいブースの内容や、東北コーナーなどをご紹介いたします。ぜひ、ご参加ください！
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東北コーナー
キッズコーナー

◎おもちゃの物々交換「かえっこバザール」

　かえっこバザールは、いらなくなったおもちゃ
をカエルポイントと交換して、集まったカエルポ
イントとほかのおもちゃを交換できるバザーです。
カエルポイントは交換する
おもちゃがなくても、会場で
おもちつきなどをお手伝い
して貯めることができます。
どんどんご参加ください！

ガンバ大阪の試合へご招待

◎ずんだもち
　宮城県、福島県でおなじみのずんだ
もちを作ります。枝豆のあんこの独特
の食感と豆の風味をぜひとも大阪の方
にも味わっていただきたいと思います。
豆のつぶし具合や味をみていただく方
は、宮城県女川町からお越しの飯坂さ
んです。お餅は会場でつきますので、
つきたてのお餅をお楽しみいただけま
す。

◎芋煮

　　東北地方各地で行われる
秋の行楽「芋煮会」で囲む
鍋を作ります。南東北の味
付けで、豚肉と味噌を使っ
た芋煮鍋の監修をしていた
だけるのは、福島県南相馬
市からお越しの中橋さんで
す。ひと足早い秋の味覚を
ご賞味ください。

↑ずんだの味をみる飯坂さん。

↓大鍋を煮込んでいく中橋さん。

　東北コーナーでは、県外避難として大阪へ移られた方々と
一緒に、東北地方の郷土料理である「ずんだもち」「芋煮」を
作ってお出しいたします。

　「9/23 大阪から元気を届けようチャリティ
バザール」に協賛するガンバ大阪は、大阪に
避難している皆さんをＪ１リーグ公式戦に招
待いたします。

日時：９月２４日（土）　１８：００～
場所：万博記念競技場
　　　モノレール公園東口駅より徒歩 1分
対戦相手：ヴァンフォーレ甲府

同封されているチラシを競技場でご提出いた
だきますとご家族で観戦できます。

問合せ先
大阪市ボランティア情報センター
（植村・修田）

電話：06-6765-4041

栗ひろいと山のすき焼きご招待
　三田の山で栗ひろいを楽しみ風流な食事処
で三田牛と松茸のすき焼きを味わいます。大
阪桜ノ宮ライオンズクラブのメンバーやファ
ミリーと一緒に楽しく過ごしてください。

日時： 平成 23 年 10 月 22 日 ( 土 )

時間： 9:30 集合 ( 太閤園 )
16:30 大阪着散会

※お酒が出ますので、当日運転の予定のある
　方はお控えください。

場所： 栗ひろい　兵庫県三田市
食事　　　藤の坊さんだ山荘
( 松茸と三田牛のすき焼き )

集合場所： 太閤園　大阪市都島区網島町 9-10
　　　　TEL 06-6365-1111

締切： 先着 40 名様　10 月 12 日まで

参加ご希望の方は大阪市ボランティア情報センター
( 植村・修田 ) まで下記の番号にお電話をお願いします。

電話：06-6765-4041

大阪福井県人会 100 周年記念大会
懇親会へのご招待
　私たち福井県人会は今年 100 周年を迎えま
した。そこでこの会に大阪市内に避難されて
いる方々と食事をしながら語り合ったり、合
唱をしたいと思い、ご招待申しあげます。

日時： 11 月 8日 ( 火 )
17:00 ～ 19:00( 受付 16:30 ～ )

場所： ホテルニューオータニ大阪

定員： 先着 30 名 ( お子様も歓迎致します )

締切： 10 月 10 日

内容： ホテルの会食 ( 福井県のお土産付き )
福引抽選会 ( 福井県と東北の名産品等 )
全員での合唱
( 明日という日に、ふるさとの山影、
　ふるさと等　歌詞付き )

申込・問合せ

大阪市ボランティア情報センター
電話：06-6765-4041
FAX：06-6765-5618

癒しフェアご招待！
　東日本大震災復興支援団体「被災地に癒しを
届けよう！」主催『癒しフェア』へご招待！！

　無料パスで、指定の時間内はいくつでも
お時間の許す限り癒しブースをお楽しみく
ださい！ ( 各ブース 1回まで )

日時： 10 月 16 日 ( 日 )12 時～ 17 時
( 無料パス利用時間 12 時～ 14 時 )

定員： 先着 10 名様

場所： 大阪市中央区南本町 3丁目 3-9
本町エイトビル 8F「ワークシップ」
大阪市営地下鉄御堂筋線　本町駅下車
9号出口　徒歩 3分

締切： 10 月 15 日 ( 土 )

お申込み・お問合せは下記まで
06-6764-0875　アート・アセスメント ( 担当　飯田 )
受付時間　10 時～ 17 時

初心者のための上方伝統芸能ナイト
第99回　東北の皆様に、復興の願いをこめて
「東北スペシャル」編　にご招待

日時： 2011 年 10 月 1日 ( 土 )
18:00 ～ 20:00

プログラム：

場所： 山本能楽堂　( 中央区徳井町 1-3-6)
地下鉄「谷町 4丁目」4番出口より徒歩 2分

■申込方法

能　「安達原」、狂言　小笠原匡
落語　桂春蝶、浪曲　春野恵子

若手人気落語家の楽しい解説つきでハイライト
を上演。見どころ、笑いどころいっぱい！
「東北の豊かさ」を味わえるプログラム！
通常 3500 ～ 4500 円のお席と大阪名物「絹笠
のおこわ」とお茶もご用意。この機会にぜひ！

①申込者氏名、②出身県、③連絡先電話番号、④申込人数
( 被災者及び同伴者、1グループ計 4人まで。) を記載の
うえ、お申込みください。　※未就学児不可
メール：info@noh-theater.com　FAX:06-6942-5744

■定員：30 名 ( 先着順・事前申込制 )

国際交流の祭り　四天王寺ワッソ
大阪の皆さんとのパレードに参加しませんか？
四天王寺ワッソは 1990 年から続いている大阪
のお祭りです。1400 年前の大阪と韓国・東ア
ジアの交流を当時の衣装を着て再現します。

日時： 2011 年 11 月 6日 ( 日 )
10:30 ～ 17:00

場所： なにわの宮跡 ( 地下鉄谷町 4丁目からすぐ )

申込方法： 別紙申込用紙にご記入いただき、下記申込
先へ FAX をお送りください。

申込先： 大阪市ボランティア情報センター
FAX  06-6765-5618

締切： 9月 30 日 ( 金 )

（写真は試作風景です）



大阪だより大阪だより でっせ～

弁護士会からのお知らせ 監修：大阪弁護士会
大阪弁護士会では皆様のご相談をお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル　0120-062-545
電話番号　　　　06-6364-1248

月曜～金曜
13:00 ～ 17:00

受付時間

東北だよりだっぺ！東北だよりだっぺ！
おおさかお散歩まっぷおおさかお散歩まっぷ市営交通

一日乗車券で行く
市営交通

一日乗車券で行く

　今回の大阪だよりは、大阪市営地下鉄、ニュートラム、
バスを一日乗り放題で利用できる一日乗車券を使って行
ける遊びスポットをご紹介していきます。一日乗車券の
料金は通常 850 円で毎週金曜日と毎月 20 日のノーマイ
カーデーは 600 円とお得になっています。また提示する
ことで割引を受けられる施設もありますので、ご紹介し
ていきます。

↑購入は券売機で。

県外避難者の声県外避難者の声
　先日、宮城県から大阪市内へ
避難されている浜口有記さんに、
現在の生活のご様子や本紙ＩＭ
ＯＮＩＫＡＩ（いもにかい）への
感想やご要望などについておう
かがいしました。浜口さんのご
主人は宮城県で残って仕事をさ
れており、３人の子どもと一緒
に大阪市内の市営住宅で生活さ
れておられます。

■市営住宅での生活の様子
　市営住宅に入居して、住宅環境は良いが、以前の一軒家から
集合住宅になったことで、子どもたちが周りの方々に迷惑をか
けていないか心配されていました。また、家族が離れて暮らす
ことで子どもたちに負担をかけてしまっていないかと不安もあ
りますが、子どもたちは地域にも慣れて、子ども会（あさがお）
で友達もでき、元気に過ごしていますと話されていました。

■本紙ＩＭＯＮＩＫＡＩについて
これまでのＩＭＯＮＩＫＡＩのご感想は、「これまで行われた
活動を知ることができ、自分たちが参加したものを振り返られ
るいい機会となっている」とのこと。今後は、「大阪の街のこ
とがまだよくわかっていないので、親子で遊べるスポット、特
に体を動かして遊ぶことのできる公園などを特集して欲しい」
というご意見をいただきました。

住み慣れた宮城県を離れ、３人の子育てをしながらの生活はさ
ぞかしご苦労も多いと思いますが、浜口さんはそれでも「子ど
もたちの笑顔を見ることが何より元気づけられる」とおっしゃ
っていました。これからもこの情報紙を通して、皆様への支援
に全力で取り組んでいきたいと改めて感じました。　　（修田）

浜口さんとお子さん。
3兄弟の下の子は眠ってしまいました…。

◎個人債務者の私的整理に関するガイドラインの概要について
　本年７月１５日に、東日本大震災の影響により住宅ローンや事業性ローン等の既往債務（東日本大震災以前に負担していた債務）の弁済に困難を来している個人の債務者の生活の再建又はその営む
事業の再建・継続を目的として、債務整理を円滑に行うための「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」が策定・公表され、８月２２日から適用が開始されました。
　このガイドラインによる債務整理を申し出るためには、以下の条件を全て満たしていることが必要です。
①住居、勤務先等の生活基盤や事業所、事業設備、取引先等の事業基盤などが東日本大震災の影響を受けたことによって、住宅ローン、事業性ローンその他の既往債務を弁済することができないこと
又は近い将来において既往債務を弁済することができないこ　とが確実と見込まれること。
②弁済について誠実であり、その財産状況（負債の状況を含む）を対象債権者に対して適正に開示していること。
③東日本大震災が発生する以前に、対象債権者に対して負っている債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと。ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りではない。
④このガイドラインによる債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的合理性があること。
⑤債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。
⑥反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。
⑦破産法２５２条第１項（第１０号を除く）に規定される免責不許可事由に相当する事実がないこと。
　この手続を利用するメリットは、
 ①債務の免除や減免を求めることができること。
 ②破産や個人再生手続をしなくていいこと。
 ③信用情報機関に情報を登録されないこと。
 ④追加融資を受けられる可能性もあること。　などがあります。　詳細については大阪弁護士会にご相談ください。

大阪弁護士会も「9.23 大阪から元気を届けよう

チャリティバザール」に参加いたします。

大阪弁護士会も「9.23 大阪から元気を届けよう

チャリティバザール」に参加いたします。

　大阪弁護士会からも、9月 23 日のチャリティバザー
ルにブースを出展いたします。
　ブースでは法律相談を行います。原発事故賠償に関
する相談、相続に関する相談、債務に関する相談など、
どのようなご相談でもお受けいたしますので、どうぞ
お気軽にご来場ください。

　扇町駅を降りると、すぐに関西テレビのビルが
あります。ここの一階は「キッズプラザ大阪」と
いう「自由な遊び体験を通して得る新鮮な発見や
驚き、実際にやってみることによって学べる」子
どものためのミュージアムです。また隣接してい
る扇町公園には、広
いグラウンドやアス
レチックなどがあり、
都会のオアシスに
なっています。

キッズプラザ大阪
入館料　※一日乗車券提示で
高校生以上：1200 円→960 円
小・中学生：600 円→480 円
3歳以上：300 円→240 円 扇町公園のアスレチック→

　北浜駅の出口には、大阪市役所
や中央公会堂がある中之島という
中州があります。ここにはバラ園
が有名な中之島公園があり、都心
に広がる癒しスポットになってい
ます。お洒落なカフェなどもあり、
夜景も満喫できる素敵な空間です。

↑今は季節ではありま
　せんがバラが咲いて
　いました。

↑中之島公園のバラ園です。

←
歴史のある中央
公会堂。国の重
要文化財です。

　ここには大阪市中央体
育館があり、併設してい
る八幡屋公園には大きな
アスレチックがあります。
お子さんが遊んでいる横
で、芝生の上に寝転んでゆっくり
するのもいいですね。隣の大阪港
駅には、日本一低い山である天保
山公園もあります。

親子が虫取りをしていました→

　阿倍野では懐かしい路面電車が
今なお現役で走っています。こち
らは一日乗車券では乗れませんが、
珍しさと可愛らしさに目を奪われ
てしまいます。

　せっかくなのでたこ焼もいただ
きました。本場大阪ではソースだ
けではなく、しょうゆやポン酢な
どのバリエーションも楽しめます。

しょうゆ味をいただきました。→

扇町

北浜

朝潮橋

阿倍野

大阪市営地下鉄略図


