
  

 

 

 

  

日本は海外のイベントを取り入れて楽しむ国です。その代表例と言えばクリスマスですが、最近ではハロウィンも楽しむようにな

りました。このハロウィンで欠かせない野菜と言えば「カボチャ」です。でも、ここで使うカボチャはオレンジ色なので、日本のカボチャと

はかなり違いますが。 

 さて、この野菜のことを東北の秋田、北陸、中国・四国、九州の一部では「ボーボラ」と言います。ルーツはポルトガル語の abóbora

（アボボラ）。そもそもカボチャという名前も、天正年間（16 世紀後半）にカンボジア（Cambodia）の産物として入ってきたこと

に由来します。でも、大阪をはじめとした関西では経由地の中国に関係する名前を付けました。大阪でよく使う「ナンキン」は、中国の

南京の方からやってきた野菜という意味で名づけられた「南京瓜」を省略したものです 

 ところで、英語には「pumpkin（パンプキン）」と「squash（スクウォッシュ）」という呼び方があります。この区別は色の違いによる

という説明もありますが、実際はそれほど単純ではないようです。野菜の名前の中にも古今東西の違いを見ることができます。 

【方言募集】   どんなご意見・ご質問でもけっこうです。お待ちしています。 
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 

第４１号：平成２６年１０月  

 

大阪スタイリングエキスポ 2014 

日 時：11月 5日（水） 

～11月 10日（月） 

場 所：髙島屋 大阪店 

（地下鉄「なんば」駅すぐ） 

7階催事場 

     
 

高齢者・障がい者・子育て中の方の心と体の健康を推進。アロ

マテラピー（内面）とメイクセラピー（外面）による両面からの

アプローチで心をほぐし、心に寄り添い、心を整えるケアを大切

にしています。 

 心安らぐ憩いの場とし

て IMONIKAIが、被災者の

皆様の心の拠り所になり

ますように、これからも

微力ながら応援しており

ます。 

 

IMONIKAI ８月号でも登場した「många knapp -モン

ガ・クナップ-」。東日本大震災で被災した東北の人た

ちに「ものづくりで笑顔を届けたい」という思いから

立ち上げられた復興応援ブランドです。 

クレオフェスタ 2014  inクレオ大阪東 

日 時：10月 25日（土） 

10：00～16：00 

場 所：クレオ大阪東         

料 金： アロマハンドトリートメント、 

各 500円ワンポイントメイク 

（眉・チーク・リップ） 

     
 

 サンワード（株）  

「många knapp」 

   

 

 木がやわらかいと感じるほどにみがかれたボタン。 

そのひとつひとつに表情があります。 

「いつも美しい仕上がりに感動しています。」と話す

のは、全てのデザインを手がける服部里枝子さん。 

福島県下の障がい者施設の方々が、手作業でていね

いに作っています。障がい者施設では、完成形が   

わからないままの作業が 

多かった中、ボタンが 

主役となった‘作品’を 

見ることが、仕事の楽し

さとやりがいにつながっています。 

かばんを購入すると、 

施設宛のメッセージ 

カードがついています。 

作っておしまい、 

買っておわりでなく、 

心の支援を大切にと 

考えられています。 

        「アロマもメイクも心に寄り添うアイテムに過

ぎないものですが、肌に触れるタッチング効果

は、子どもがお母さんに抱きしめられるような安

心感と同じような効果があるといわれます。」と 

話すのは、代表の金海
かなうみ

智子さん。       

Café IMONIKAI夏休みイベントボランティアと

しても、心のこもったメイクをしてくれました。より美しくなっ

たお母さんに子どもたちも大絶賛、とても盛りあがりました。 

 どんな時もいつも家族をいちばんに考えて頑張っているお母さ

んに、自分のために時間を使ってゆっくり充電してほしいと心に

寄り添う活動を大切にしています。 

 

  

支援 

団体紹介 
支援 

メーカー紹介 
- モンガ・クナップ - 



    

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) 

会 期：11月 1日（土）～12月 23日（火・祝） 
※詳細は同封のチラシ参照 

 
場 所：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） 

 
ご招待：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) 

 
締 切：11月 10日（月） 
※11月 12日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

 

伝統工芸の技が光る全国の刀

匠による作品のコンクール「お守り

刀展覧会」と、現代刀匠とイラストレ

ーターや小説家のコラボレーション

による創造作品を展示する「二次

元 vs 日本刀展」という２つの企画

で構成された展覧会。 

日本刀の現在と未来像を同時

に堪能できます。 

 

編集後記   夜、虫の音が聞こえるようになりました。秋ですね。この時期、よくワインを何リットルと仕込みました。 

中世のフランスでは、若い娘さんが素足でぶどうを踏んで仕込んだものが良品だったそうです。それを聞いて、私も樽に 

入って素足で踏みました。いいんです。私しか飲みませんから・・・冬の前の楽しみのひとつでした。（あかほし） 

 

日 時： 11月 23日(日)  14：00～16：00（開場 13：00）  
 
場 所：いずみホール（大阪ビジネスパーク内） 

（JR「大阪城公園」駅/JR・京阪電車「京橋」駅 
地下鉄「大阪ビジネスパーク」駅下車） 

 
演奏曲：「１９世紀ドイツ愛唱曲集」  「オペラ合唱曲集」 
    「わたしの願い」       「尾崎喜八の詩から」 
 
ご招待：東日本大震災により関西に避難されている方 20 人(先着順）    

※未就学児童はご遠慮ください。 
 

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) 
 

締 切：11月 10日（月） 
※11月 12日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

 
 

広く親しまれたドイツ愛唱
曲やオペラ合唱曲。日本人の
手になる２つの男声合唱組
曲。67年の歴史を持つ老舗男
声合唱の素敵なハーモニーを
楽しみませんか。 

あかほし＆はまべ 

たくさんのプログラムから選んで学

べると好評の「大学校」。一年間無料

で受講できます。新しい講座が増え

て内容も更に充実！あなたにぴった

りの講座を探して、楽しいキャンパス

ライフを送ってみませんか？ 

開講期間：平成 27年 4月～平成 28年 3月 
 
場 所：アネックスパル法円坂(大阪市教育会館) 

(地下鉄「谷町四丁目」駅・JR「森の宮」駅下車) 
 
対 象：東日本大震災により関西に避難中の方 
 
定 員：10人（先着順・年齢不問） 

※受講料無料 
※通学交通費 1日 500円支給 

 
申込み：NPO法人 大阪府高齢者大学校 

 
まずはご連絡ください。 
後日、受講生募集要項をお送りいたします 
※詳しくは同封のチラシをご覧ください 

 

特別展 –現代刀匠二番勝負- 

お守り刀展覧会×二次元 vs日本刀展 
 

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、持ち帰れるイベ
ントです。一部の人だけでなく、
たくさんの人にとの思いからル
ールが変わりました。 

日 時：10月 30日(木)10：30～12：00（おさがり受付 9：30～） 
※避難者 10：00～10：30優先入場可 
※「IMONIKAI 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 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） 
 

男声合唱のハーモニー 

アルマ・マータ・クワイア定期演奏会 
 

☆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  

《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 Pais (musée d'Orsay) / 

 Hervé Lewandowski / 

 distributed by AMF – DNPartcom 

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 Pais (musée d'Orsay) / 

 Hervé Lewandowski / 

 distributed by AMF – DNPartcom 

みんなで笑顔を分けあおう！ 

おさがリサイクル 
 

         ご招待 

ご招待   ご招待 

ご招待 仲間もできる、楽しく学べる 

東日本被災者支援大学校 
 

 

1～2kg  ＝  

上限 2kgまで 

夢路キリコ氏の 
イラストを刀匠
が忠実に再現 

伝
統
の 

 
 

お
守
り
刀 

 

唯一無二ノ力 

脇指 銘 安藝国三上貞直
彫同作/平成二十六年三月
吉祥日 濃茶漆塗合口拵 

 

那由他拵 

 

10/29（水） 

10:00～15:00 


