
 

 

 

 

 

 

 

  

 

編集後記     先日、大きなカメムシを家の中で発見。田舎に住んでいた時、外に干していた洗濯物のくつ下の中によく 

カメムシが入っていました。知らずにはいてびっくり、カメムシもびっくり。くさいにおい攻撃にうんざりしていました。気温が下がると 

暖かい所を探して家によって来るそうです。家の中でカメムシを見つけると、ああ冬になるなあと思います。（あかほし） 

第４２号：平成２６年１２月  

 

1990 年代に大阪府在住の 70 歳以上に「チャリとは何のことで

すか？」と尋ねた調査がありました。その結果、「知らない」という回

答が６割以上。次に多かったのは「おどけ（悪ふざけ）」。みなさ

んは、この結果をどう思いますか？ 

江戸時代の中頃、当時の人は「ふざける」という意味の「チャル」

という言葉を使いました。そして、ふざけている様子を「チャリ」と言

いました。ですから、70 歳以上の回答は、江戸時代の言葉の名残

なのです。 

 
【方言募集】   方言に関するご質問やご意見をぜひお寄せください。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 

 

運行期間 ： 12月 25日(木)～12月 29日(月) 

対 象 ：東日本大震災により関西に避難している人 

参加費 ： 無料 

定 員 ： 25人（応募多数の場合は抽選） 

締 切 ： 12月 1日(月) 17：00まで 

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） 

※申込み時に詳細をお聞きします。 

※当落のご連絡は 12月 2日～5日に電話にて随時行います。 

※12月 5日 17時までにご連絡が取れない場合は、次の方を繰り上げ当選と

します。 

※乗降場所は参加者の状況により寄らない場合もあります。 

※詳細については、当選者の方のみに後日郵送にてお送りします。 

※往路または復路のみの利用もできますが、調整させていただきますので 

 ご了承ください。 

※一人でも多くの方にご利用いただけるよう、キャンセルされる場合は

なるべく早くご連絡ください。 

あかほし＆はまべ 

 

ボランティアと 
一緒だから、 
お子様連れ 
でも安心！ 

： 
 

大阪への避難者とともに・・・ 

ホッとネットおおさか（大阪府下避難者支援団体等連絡

協議会）は、東日本大震災により、大阪府内に避難している

方々が、府内のどこでも必要な支援をうけられ、主体的な生活

が送れるよう、2012年 5月に発足しました。 

構成団体は、弁護士会・社会福祉協議会・ＮＰＯ団体・避難

者自助団体等、現在 101 団体の加入です。また府市町村の行

政もオブザーバーとして参加しています。 

 

細く、長くすべての人が安心できるまで・・・・ 

定例会は、おおむね２ヵ月に１度開催し、生活・住まい・仕事・

教育・健康・賠償問題・心のケアなど、避難生活の情報を話しあ

うとともに、避難者の皆さんからの報告や問題提起を大切に

し、支援活動に生かしています。 

車内イベント 
で、長い道中も 
楽しく帰省♪ 

大型バスにボランティアが同乗し、里帰りをする避難者の皆さんを 

お手伝いする「里帰り&ボランティアバス」の運行詳細が決定しました。 

年末の帰省などにお役立てください。 

日時：11月 26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 ３階 

(地下鉄「谷町九丁目」駅、近鉄「大阪上本町」駅 11番出口) 
 

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(名前・年齢・〒・住所・TELを添えて) 

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。途中参加、途中退室は自由

です。当日参加も大歓迎です。 

心のケア専門員 今後の開催よてい 
 

12月 6日(土) 

1月 28日(水) 

冬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、準備を進めます。 

この日の Café IMONIKAIは予約制となっています。 

お申し込みはお早めに♪ 

 

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 1日発行に変更します。情報掲載希望の方は、毎月 15日までにご連絡下さい 

【日 時】 12月 6日（土）10：00～16：00  

※昼食は必ず各自でご用意ください 

【場 所】 都島区社会福祉協議会（都島区都島本町 3-12-31） 

(地下鉄谷町線「都島」駅 1番出口  10分) 
【定 員】 30人（先着順） 
【申込み】 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 

また、避難者同士の集まりも 

積極的になってきています。 

 

調査活動としては、大阪府内 

市町村への「避難者状況調査」、 

避難者への「ニーズ調査」等を 

行い、これらをもとに、大阪府を 

はじめとする行政との懇談会も始めています。これからはさらに、避

難者の交流会、東北への里帰りやボランティアバスの運行なども

進めていきたいと考えています。 

避難者の皆さんが、安心して生活できる日をめざして、 細く、 

長く、ともに進めていきましょう。 

問合せ 
申込み  
 

でも、今の若者は「チャリ」を自転車の意味で使います。「チャ

リ」は自転車の俗称「チャリンコ」の略語。韓国語の「자전거

（チャジョンゴ）」に由来するという説がありますが、はっきり

したことはわかりません。滋賀では駐輪場を「チャリ庫」と呼ぶ

そうです。 
 

 2014 年の今、大阪にはどれくらい「チャリ」を「おどけ（悪ふ

ざけ）」の意味で使う人がいるでしょう？昔ながらの方言が

消えていくのは、大阪でも東北をはじめとした他の地域と同じ

です。 

いわき駅(福島県) 

郡山駅(福島県) 

仙台駅(宮城県) 

大阪市立社会福祉ｾﾝﾀｰ 

（天王寺区東高津町 12-10） 

東京駅(東京都) 

石巻駅(宮城県) 

 

13：30 
＜到着＞ 

15：00 
＜出発＞ 

2か月に１度の定例会 

20：30 
＜出発＞ 

 

5：00 
＜到着＞ 

12：00 
＜到着＞ 

16：10 
＜出発＞ 

18：20 
＜出発＞ 

20：05 
＜出発＞ 

23：20 
＜出発＞ 

8：00 
＜到着＞ 

8：20 
＜到着＞ 

9：55 
＜到着＞ 

12/26 

12/25
555 

12/29 

12/28 12/27 

 便りがないのは無事のしるしと言われますが、待つ側にとっては、無事でなくても便りが届く

ことはうれしいものです。 

これまで大阪市に避難してこられた被災者の方に届けていた情報紙「IMONIKAI」を、より広く

大阪府域の方にもお届けすることになりました。 

故郷の香りのする便りはうれしいものです。千昌夫が「北国の春」で歌っていたような小さな 

包みですが、「たより」にしてください。                          

（大阪市ボランティア・市民活動センター 

所長 石田易司）  



 
ATC の世界の動物はく

せい サファリパークに行っ

てきました。 動物達が本

物みたいでちょっとこわかっ

た。。トラには近づけな

かった 

 

アートアクアリウム展とは、アートとデザインを融合させ、

変幻自在の水槽デザインとライティング、映像を組み合わせ

て水生物を展示するイベントです。 

二条城の一般非公開も含む厳かな空間で開催される過去最

大級規模の展覧会が関西にやってきました。 

日本美の艶やかな空間で、京都の 

地酒やお漬物、お茶や 

老舗和菓子も 

楽しめます。 

   芸術の秋です 

第 20回ふれあい美術展 

会 期：11月 20日(木)～11月 23日（日）  
10：00～17：00 

（最終日は 15：00まで）  
 
会 場：原田の森ギャラリー 
（JR神戸線「灘」駅北口から徒歩 10分 

阪急「王子公園」駅西口から徒歩 6分） 
 

※11月 23日(日)13：30～ 表彰式 
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 

〒650-0011神戸市中央区下山手通 4-16-3 
   ☎：078-321-2002  

 
  

 

 

 光がオーロラのごとく泳ぎ、絡み合い、輝く光が幻想的な夜を演出！
今年は 4ヶ所で開催されます。 
素敵な空間で、楽しいひとときをお過ごしください。 

【日 時】 12月 13日（土） 
     1月 10日（土） 
     2月 14日（土） 

 13：00～16：00 
 
【場 所】 ドーンセンター 
（大阪府立男女共同参画・ 

青少年センター） 
（地下鉄谷町線「天満橋」駅  5分 
京阪「天満橋」駅 1番出口  5分） 

 
【申込み・問合せ】 
  chibitann0325w＠watch.ocn.ne.jp    

 

52日間限りの古都京都、万華鏡の夜 

アートアクアリウム城 ～京都・金魚の舞～ 

ご招待：5組 10人（抽選） ※1ヶ所お好きな会場を選んでください。 
        ※イベント詳細は、同封のチラシ参照 
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：12月 1日（月） 
※12月 3日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます。 

 

2014  イルミナージュ 

 

着物の柄を 、生きた金魚と
3DMPで表現した「キモノリウム」 

 

 

ひとつの商家から歴史が見えてくる 

特集展示 両替商 銭屋佐兵衛 

兵庫県内の美術愛好家から公募した日

本画、洋画、彫刻、工芸、書道、写真の作

品展です。 

日常的に芸術に触れることは、感性が豊

かになり、人生が充実するといった効果が

あります。この秋はいつもより少し多めに

芸術に触れてみませんか？ 

会 期：11月 5日（水）～1月 5日（月） 
     9：30～17：00（金曜日は 20：00まで） 
休 館：12/23を除く火曜日、 12/24、 12/28～1/4 

 
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：12月 1日（月） 
※12月 3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 24日（金）～12月 14日（日） 17：00～22：00 
※詳細は同封のチラシ参照 

 
場 所：元離宮二条城（二の丸御殿中庭・台所前庭・台所） 

（JR「京都駅」、阪急「烏丸駅」から市バス「二条城前」下車） 
 

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 25日（月） 
※11月 27日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます 

 

銭屋佐兵衛（ぜにやさへえ）家は江戸時代、大坂に
本拠をおく長者番付に載るほどの大店（おおだな）の
両替商でした。約 10年前に古文書がみつかり、調査・
研究が進められました。その成果や資料を、古文書を
読み解くおもしろさとともに紹介します。 

今回の子どもライターはＮちゃん。大きな白クマだね！ 

こわいけどがんばったんだね♪投稿ありがとう！ 

投稿№012 ペンネーム N 4歳 

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【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 
 

採用された人には 

おもちゃ商品券 

（500円分）プレゼント 

県外避難者が大阪で安心して暮らしていくために 
 

NPO法人み・らいずは 2001年から地域の子ども、障がいのある

方、高齢者など様々な方の支援を行っている団体です。東日本

大震災が起きた 2011 年 3 月、発生直後より現地での支援活動

を開始し、2013 年度まで被災地の子どもたちの支援を行ってき

ました。 

大阪では県外避難されてきた方々、特にお子さんへの支援と

して、避難者向けの各種イベントでの保育士等による託児や、ス

クールソーシャルワーカーや臨床心理士による相談事業を行っ

ています。 

今年度より復興庁からの委託事業として、福島県から大阪府

へ県外避難されている方への支援情報に関するニュースレター

の発行や、電話相談の窓口を開設しています。また、有識者の方 

 

このチケット 

で、常設展示も 

観覧できます！ 

夜の水族館 
幻想的な海の旅へ 
 
 

銀控帳 逸身喜一郎氏蔵  

大自然の中 
妖精と一緒に森の世界へ 
 
 
 

映画のロケ地で 
恋と魔法の夢の世界へ 
 

や復興庁職員、大阪府の職員 

等による「支援情報説明会」では、 

避難後の生活で出てきた問題 

や今後の生活について懇談を 

行っています。説明会後には交 

流会もあり、慣れない大阪での生活を続ける上で、避難生活

に関する事だけではなく、子育てや介護なども含め暮らしの

中の困りごとや不安を少しでも解消できるような、つながり作

りの支援を行っております。 

次回開催は 12 月 5 日（金）16 時からを予定しておりま

す。詳しくはホームページをご覧ください。避難者の方々、子ど

もさんたちが大阪で少しでも安心して暮らしていただけるよ

う、ぜひ皆様ご参加いただき、「こんなことを相談してもいいの

かな？」ということでも一度ご相談ください。 

 

 カウンセラーの本多利子先生

の呼びかけで、2011年 9月に始ま

りました。大阪と京都で、月１回、

自由に話せる避難者交流の「場」

として継続して開催しています。

幅広い分野にわたって経験豊富

なカウンセラーの方がいます。 

今こそピア（＝仲間）、サポー

ト（＝支援）が必要と考えていま

す。避難・移住者どなたでもご参

加ください。 

年ごとの経営動向を
知ることができる、経
営帳簿のひとつ。 
 

大阪の陣 400年祭 
戦国の世界へ 
 

【日 時】 11月 23日（日） 
     12月 21日（日） 

13：00～16：00 
 
【場 所】 ひと・まち交流館 
（京阪電車「清水五条」駅  8分、 
 京阪電車「七条」駅    8分、 
地下鉄烏丸線「五条」駅  10分 
市バス「河原町正面」下車） 
 

【申込み・問合せ】
dawnpeer2014@yahoo.co.jp 
 
 
 
 

 
    

団体紹介   
 

み・らいず     【担当窓口】東 多恵子（あずま たえこ） 
〒559-0015 大阪府大阪市住之江区南加賀屋 4-4-19  ☎06-6685-6699  ✉anshin_osaka@me-rise.com 

  み・らいず 

ハイキングでボランティアと
遊ぶ県外避難の子どもたち 

 


