
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記     残念なことに、この夏も福知山や丹波、広島で豪雨による水害や土砂災害がおきました。 

私も福知山市災害ボランティアセンターに駆けつけましたが、そこでは東松島 VCや相馬 VC と書かれた一輪車 

や資材が活躍していました。 東北に集まった支援の心は今も繋がっています。（はまべ） 
あかほし ＆ 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：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) 

☆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 
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 気配があるだけで殺虫剤のスプレーを浴び、少しでも姿を見せようもの

ならスリッパか新聞紙を丸めたものが飛んでくる。さて、この虫は何でしょ

う？ 

 「アブラムシ」「ゴキブリ」「ゴッカブリ」「ボッカブリ」。すべて正解。でも「アブラム

シは植物の汁液を吸う小さい虫では…」と不思議に思う人もいるでしょう。 

アブラムシという言葉が文献に登場するのは『日葡辞書』からです。これはキ

リスト教布教のためにポルトガルからやってきた宣教師たちが、室町時代末

期の日本語をまとめた辞書です。実はこの時代、植物の汁液を吸う小さな

虫も黒光りする比較的大きな虫も「アブラムシ」と呼ばれていました。 

現代の共通語ではゴキブリと言いますが、その語源は「御器噛（ゴキカブ

リ）」だと考えられています。器にたかる様子を思い出せば納得です。大阪

ではゴキカブリが変化したゴッカブリやボッカブリを使う地域とアブラムシを

使う地域が混在しています。では、東北では？答は簡単。そもそも東北には

あまりいないので、それを表現する方言もないのです。 

  【方言募集】 方言に関する質問・疑問をお寄せ下さい。 
住所：〒567-8502 大阪府茨木市西安威 2-1-15   

E‐mail：yukushib@.otemon.ac.jp 追手門学院大学講師 櫛引祐希子 

 

 

毎月第 4水曜日開催の定例交流会です。 

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：９月 24日(水) 10：00～15：00 

    ※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 3F 

（地下鉄「谷町九丁目」駅、 

近鉄「大阪上本町」駅 11番出口） 

問合せ：大阪市ボランティア・市民活動センター 

申込み       (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) 

 

何
で
も
５
０
０
円
！ 

お
買
い
物
も
会
話
も 

楽
し
む
場
で
す
。

 

クリームパンを土台に 

ポッキーやマーブルチョコ、 

生クリーム、デコペンで 

デコレーションしました。 

 できたケーキは 

   おとな部屋へプレゼント 

  

 

8月 27日（水）の Café IMONIKAI は夏休みイベント！みんなで楽しめるイベントにしようと話し合い、ボランティ

アのみなさんが 7月 12日に避難者の方のお話を聞き、企画、準備をしました。こどもたちが思いきり体を動かして、

ふだんできない遊びができるように工夫しました。その間、お母さんたちは安心してゆっくりおしゃべりできるよう

にと、こども遊び空間と大人ゆったり空間の 2部屋に分けました。 

 

 

 

こども部屋でボラ

ンティアが全力でこ

どもたちとあそんで

くれました。おとな部

屋ではボランティア

のフルメイクやハン

ドマッサージがあり

ました。 

手作り感たっぷり

のあたたかい夏休み

イベントでした。 

 

 

主催グループ「市民フォーラムおおさか」は、防災・減災への意識向上への取り組みとともに、被災地と直接につながり、

支援することを目的にボランティアバスの運行による交流を続けてきました。今回の交流バスには、 17歳の女子高生から

70代の方まで幅広い年齢層のボランティアが集まり、スタッフを含め総勢 38人が参加しました。 

今回の現地活動先や見学先のコーディネート等は｢東日本

大震災圏域創生 NPO センター｣代表の髙橋信行さんにお願

いしました。 

1 日目は終日被災地見学、 2 、3 日目は宮城県石巻市に

ある「大橋地区仮設住宅」で交流を行いました。テレビや新聞

などでは伝わってこないものを、直接目で見て感じた３日間

となりました。 

見学地：『がんばろう！石巻』の看板、

石巻市立旧門脇小学校、石ノ森萬画館、女川町、 

石巻市雄勝地区、石巻市立大川小学校、良葉東部 

（イーハトーブ）野菜工場 

石巻市立旧門脇小学校
グラウンド傍らの花壇には 
たくさんの花が植えられ
ていました。 

石巻市立大川中学校跡地 

に建設され、地元大川地区 

の人々が働いています。 

現在石巻市には 133 か所の仮設住宅があり、約 14,000 人

の被災者の方が生活されています。大橋仮設住宅は入居者

924 人（2014 年 8/1現在）で、市内では 2 番目に入居者

が多い仮設住宅になります。 

くるくるとたこ焼きを返し

ながら、他愛もないお話に

花を咲かせました 

アロマハンドケア＆マッサ
ージコーナー。良い香りの
中、おしゃべりが弾みます。 

かえるの手作り写真立て。 

その日の写真を貼って 

プレゼントしました 

きれいになってゆくママ
に目がくぎづけです。 

スーパーボール
すくい、大人気 
でした。 

・ダンボール迷路 
・ボーリング 
・スーパーボールすくい 
・ケーキデコレーション 
・妖怪ウォッチ体操 
・手作り楽器 
・手作り写真立てプレゼント 

｢東日本大震災圏域創生
ＮＰＯセンター｣運営の 
「500縁ショップ」 

 

女川港の護岸工事
もまだまだ進んで 
   いません 
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妖怪ウォッチ
体操をみんな
で踊りました 

今月の子どもライターは恐竜大好きで有名なひよりくん。

昆虫も大好きなんだね。楽しい夏休み、思い出すとわくわく

するね。楽しい投稿をありがとう！ 

投稿№011  

ひより 

「夏休みやー＼(^o^)／ 

ＡＴＣ世界のクワガタ、カブトムシ展

に行って来ました。 

たくさんの種類のクワガタとカブトム

シがー…(=^・^=)楽しすぎて、言葉に

ならない!! 

わぁー!!スゲえーー、うひょっひょひ

ょひょひょ…」  

昆虫も大大大好きな晃和
ひ よ り

でした  

採用された人には 

おもちゃ商品券 

（1000円分）プレゼント 

本紙イベントの体験談、感想を募集中！ 
 

◆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：赤星・浜辺】 

※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 
 



女性のふだんの生活の中から 

創り出された、心のぬくもりが 

伝わる手づくりの作品を未来 

に伝えようと、全国各地から 

集まった出品作品が一堂に展示されています。 

心のこもった美しい作品をぜひご覧ください。 

10/3  まず、リラックス 

10/17 気づこう！自分のストレス 

サインと対処法 

10/24 発散しよう！誰にでもできる 

アートを使って 

10/31 柔軟な発想とは？ 

ポジティブシンキングにチャレンジ 

11/7 コミュニケーション上手に 

なろう！ 

   

 

会 期：9月 3日（水）～10月 13日（月・祝） 
※火曜日休館 但し 9/23（火・祝）は開館、9/24は休館 
※開館時間は同封のチラシ参照 

 
会 場：大阪歴史博物館 
（地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」２号・９号出口） 
 
定 員：6組 12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：9月 24日（水）午前中 
※9月 26日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

 

会 期：10月 9日(木)～10月 12日（日） 
10：00～17：00（最終日は～16：00） 

場 所：兵庫県民アートギャラリー 
（兵庫県民会館２階） 

※10月 11日(土) 13：00～（１時間程度） 
特別賞受賞作品の見どころを兵庫県婦人手工芸 
協会の役員が解説します。 

 ※10月 12日(日)13：30～ 表彰式 
（場所：兵庫県民会館１１階 パルテホール） 

ミニコンサートも開催します。（観覧無料） 
入場料：無料 
 
問合せ：（公財）兵庫県芸術文化協会内  

全国手工芸コンクール係 
〒650-0011神戸市中央区下山手通 4-16-3 

   ☎：078-321-2002 FAX：078-321-2139 

癒しと気づきのグループワーク 

人間関係に疲れたあなたに・・・ 

京都大学観世会は創部 83
周年を迎え、観世流の能
楽を稽古するサークル。
京都大学観世能は「能」
まるごと 1 曲を面や衣装
をつけて演じる一年に一
度の本格的な舞台です。 

日 時：10月 31日(金) 
     17：00開演 
場 所：京都観世会館 

（市バスで「東山仁王門」下車、 
地下鉄東西線「東山駅」から 

徒歩約 5分） 
  
 演目：能「殺生石」 
  舞囃子 1番、仕舞数番他 

 
入場料：無料 

 

京大生の気迫の舞台！ 

第 20回 京都大学観世能 

問合せ：神戸総合運動公園管理センター(8:45～17:30) 

☎ 078-795-5151 

✉ kouhou@kobe-park.or.jp 
 

 

神戸総合運動公園 
    （神戸市営地下鉄西神山手線  

「総合運動公園」駅より徒歩 7分） 

 

全国手工芸コンクール inひょうご 

日々の人間関係でストレスをためている女性を
対象に、対処法のレパートリーを増やすことをめ
ざします。みんなで語り合ったり、ロールプレイ
や、コラージュをつくってみたりなどして、コミュニ
ケーションのスキルを磨きませんか？ 
※応募時に受講動機をお書きください。 

日 時：10月 3日～11月 7日  
14：00～16：00 
各金曜日 全 5回 

場 所：クレオ大阪中央 
（地下鉄谷町線「四天王寺前 
夕陽ヶ丘」徒歩約 3分) 

 
対 象：大阪市内在住・ 

在学・在勤の女性 
（過去にこのグループワーク 
を受けたことのない女性） 

 
ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：内田由可里（クレオ大阪女性総合相談センター カウンセラー） 
一時保育：あり（要予約・1人 1回あたり 500円）1歳～就学前 
受講料：無料       締 切：9月 20日(土) 
申込み：クレオ大阪女性総合相談センター ※FAXかホームページから 

Fax：06-6770-7705  ホームページ：http：//www.creo-osaka.or.jp 
 問合せ：電話：06-6770-7730 

 

子供たちの水遊びスポットとして大人
気の「‘ちゃぷちゃぷ池」。 
 水深が浅いので、小さなお子さんで
も安心して水遊びが楽しめます。 
節電の夏を安く楽しく乗り切ろう！ 

特別展 村野 藤吾 
 

  世界の子どもたちの笑顔のために 

チャリティーバザー OCAT2014 

 
ユニセフが、毎年恒例のチャリティーバザーを行
います。バザーの収益金はすべてユニセフ（国連
児童基金）に送られます。会場では写真展「困難
に直面する子どもたち」も行っています。 

日 時：10月 18日(土) 
10：00～16：00 ※雨天決行 

 
場 所：OCAT ビル B1 ポンテ広場 

（J難波駅すぐ） 
 

問合せ：大阪ユニセフ協会（☎06-6645-5123） 
 
 

熊野古道をロングコースでウォーキング 

熊野古道紀伊路ウォーク 
 有田地域における熊野古道のうち、JR湯浅駅 

から広川町を通って鹿ヶ瀬峠を越え、JR紀伊 
内原駅に至る行程を散策する。ロングコースで 
ウォーキングの醍醐味を堪能できる。紀伊路最長の石畳など 
語り部さんと一緒に、いにしえの参詣道を歩こう。FAXか電
話にて参加申し込みが必要、先着 30名。弁当、お土産付き。 

講 師：まぎ～マモル  
日 時：10月 11日（土）～12月 13日（土）11：00～12：30 
場 所：アネックスパル法円坂（大阪市教育会館） 
受講料：7500円（教材費込）（全５回）     
申込み：一般財団法人大阪市教員会館 

FAX、Eメール、郵送にて（電話での申し込み不可） 
（名前（ふりがな）、郵便番号、住所、電話番号を添えて） 

〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35  
FAX：06-6941-7474 E メール：kaikan@zaidan.or.jp 

  問合せ：☎06-6941-0951  (10：00～17：00 土日祝除く) 

会 期：7月 1日(火)～9月 30日(火) 
※開放公園なので 24 時間利用可能
（照明なし） 
※オムツでの利用、ペットの入水は不可 
※10月～6月はご利用いただけません 
 
 

心のぬくもりと手づくりの美しい文化を未来へ 

大阪を拠点に活躍した日本を代表 

する建築家、村野藤吾(1891-1984)。 

ひとの感性や手仕事を重視した、 

五感にやさしく訴えかける「やわら 

かな」300を超える数の作品を全国 

各地に残しました。展示会では、 

設計図や家具、建築部材、自身の愛用品などを通して、その

魅力を紹介します。 

緑に囲まれた長大スベリ台やネ
ットのぼりでつながった上下の広
場に、健康遊具や子供たちが体
いっぱい使って遊べる遊具があり
ます。 

4,000㎡の広大なコスモ 

スの丘。丘の上からは 

明石海峡大橋も見ることができます。

毎年、3月には 5万本の菜の花畑となり、

また 9月下旬～10 月下旬には 10 万本

のコスモスが、丘一面に咲き誇ります。

「見る」だけでなく「植える」楽しさ、「育つ」

喜びを感じてもらおうと、平成 13年度か

ら「コスモスの丘市民ボランティア」活動

を行っています。「やってみたい」と思われ

る方は、ぜひご連絡を！ 

花や緑に親しむ楽しい催しや体験教室、キャラ
クターショー等のステージイベントやフリーマー
ケットなど、子どもから大人まで楽しく過ごせる
内容が盛りだくさんの参加型イベント。秋のさ
わやかな一日、家族・友達と一緒に、花や緑に
あふれる楽しい一日をすごそう！ 

日 時：10月 11日(土)  
少雨決行 

    10：00～16：00 
料 金：ブースにより異なる 
問合せ：神戸市公園緑化協会 
花と緑のまち推進センター 

  TEL：078-351-6756 

受付期間：9月 27日(土)～10月 11日（月・祝） 
 
送り先：〒552-0006 大阪市港区石田 1-1-14 
近鉄流通センター大阪 ユニセフ・チャリティーバザー宛 

 ☎ 06-6577-3430 
 
お願い：☆新品の物に限らせていただきます。 
    ☆下記の物品は除きます 
     古着、古本、なまもの、酒類や賞味期限の 

過ぎた食品・調味料 
    ☆送料はご負担下さい。 
 

 
 

≪グループワークについて≫ 癒しと気づきのグループ

ワークは、同じ悩みや体験を持つ人々が集い、体験を語

ったり、共感したりすることを通じて新たな気付きを得た

り、自らが持っている力を取り戻すこと(ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ)を目

ざした集まりです。参加者には個人の気持ちをお話いた

だくこともあります。グループワークへの参加に不安を感

じたら、女性総合相談センターで事前に面接相談を受

けていただくこともできますので、ご相談ください。 

今年のクリスマスには、ペンシル 
バルーンでサンタクロースを作り
ませんか？ 

 習いごと広場 

ペンシルバルーン教室 

 

 

10/11（土） 基礎編動物色々 
10/25（土）フルーツバスケット 
11/ 8（土）ショートケーキ 
11/22（土）クリスマスリースとソリ 
12/13（土）サンタクロース 

日 時：9月 27日(土) 少雨決行 
    9：30～16：30 
場 所：熊野古道（湯浅町～広川町～日高町） 
集 合：JR湯浅駅前多目的広場 
問合せ：ありだ広域観光実行委員会 ☎0737-64-1286  

光と影の芸術人 

藤城清治世界展 

会 期：9月 27日(土)～12月 7日（日） 会期中無休 
    9：00～17：00（入館は閉館の 30分前まで） 
会 場：大阪文化館 ・ 天保山（地下鉄中央線「大阪港」徒歩5分） 
定 員：3組 6人（抽選）※10月 24日までの期間限定券 
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（全員の名前・年齢・〒・住所・TELを添えて） 

 締 切：9月 30日（火）※当選者へ 10月 3日頃発送予定 

藤城清治は日本を代表する影絵作家・影絵劇演
出家です。少女や動物、童話に登場する生き物
たちを描き、生きとし生けるものへの愛と賛歌
はファンタジーと癒しの世界へと誘います。 

上級者編 

～第 26回～ 

今年で 29 回目！ 

問合せ：京都大学観世会 
☎075 -753 -7531 

 


