
     

 

 

 

 

 

 

  

【日 時】 12月 21日（日） 
     1月 25日（日） 
     2月 22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 

編集後記  突然ですが、野菜を上手につくるコツ。 

 今何がほしくてどうしてほしいのか、どうすれば心地よく思ってよろこん

でくれるのか、大好きな人に対するように野菜にも接しなさい、と尊敬す

る農業の先生が言っていました。日々よく見て声を聞くのが大切だと。 

大好きな人に限らず、どんな人間関係でも大切なことかもしれません。 

言葉を持たない野菜より、言葉を持っている人間の方が 

難しいなあと感じてしまうこの頃です。（あかほし） 

第４３号：平成２７年１月  

 

あかほし＆はまべ 

  
 
  
【日 時】 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    

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 
 

〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町 12-10  
TEL : 06-6765-4041  /  FAX : 06-6765-5618  
Email：imonikai@osakacity-vnet.or.jp (担当：赤星・浜辺) 
≪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) 

問合せ 

申込み 

☆情報紙 IMONIKAIは毎月 1日発行です。 

情報掲載希望の方は、毎月 15日までにご連絡下さい 

状況が多種多様に変化している今だからこそ、ピア(＝仲間)サポー

ト(= 支援)が必要だと考えています。同じ「避難者だからこそわかる」

ことはたくさんあります。困りごとは避難元には関係ありません。避

難元にかかわらずつながることで道を切り開いていけると、私たちは

実感しています。 

みんなで安心して「避難生活の毎日」を話せる場に来てみません

か？どんな悩みでも話すことですっきりできます。幅広い分野で経験

豊富なカウンセラーの方もいます。また、周囲に避難のことを理解し

てもらう話し方・声のあげ方・会のつくり方についても、様々な経験

の蓄積があります。また放射能情報・避難元避難先情報の情報交換の

場としても利用してください。ここの出会いがきっかけとなり、それ

ぞれの希望・ニーズにあった会が生まれたら大変うれしいです。避難

者、移住者どなたでもいらしてください。お待ちしています。 

ドーン避難者ピアサポートの会とは・・・ 

2011年 9月 カウンセラーの本多利子先生の呼びかけで始まる。 

主催：ドーンセンタ-（大阪府男女参画共同・青少年センター） 
 
2014年 4月 「ドーン避難者ピアサポートの会」結成 

  避難者自身で立ちあげ、大阪の交流会を運営する。 
 
2014年 7月 「ドーン避難者ピアサポートの会 京都」開催 
 
以後、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。 

以下は、会を結成・運営されている方の呼びかけです。 

この日は特別！ 
第 3日曜日です。 
おまちがえの 
ないよう！ 

     

白
しら

峯
みね

神宮
じんぐう 

 （京都府・京都市上京区）   
スポーツ上達祈願は日本代表も詣でる蹴鞠の守護神へ。 

＜御利益＞  必勝祈願、スポーツ上達、心願成就など 

服部天
はっとりてん

神宮
じんぐう

 （大阪府・豊中市）   

足の病にかかった菅原道真公を救った 

“足の神様”。 

＜御利益＞  足の守護、病気平癒、合格祈願 

日根
ひ ね

神社
じんじゃ

 （大阪府・泉佐野市）    

日本唯一！安眠・快眠を司る神様。 

枕のお祓いもしています。 

＜御利益＞  縁結び、子授け、安産、快眠など  

美
うつくし

御前社
ごぜんしゃ

(八坂
や さ か

神社
じんじゃ

境内
けいだい

)  

（京都府・京都市東山区）    
美人になりたいならここ！ 

本殿の地下から湧き出るご神水は、 

肌に 1、2滴つけるだけで美しくなれる!? 

＜御利益＞  美しさアップ、財福、芸能上達など  

北野
き た の

天満宮
てんまんぐう

 （京都府・京都市上京区）   

学問の神様・菅原道真公を祀る全国総本社。 

＜御利益＞  入試合格、学業成就祈願など 

 

生田
い く た

神社
じんじゃ

 （兵庫県・神戸市中央区）   

縁結びのパワースポット！ 

恋が叶うと評判です。 

＜御利益＞  恋愛、健康長寿、 

開運厄除、招福、商売繁盛、 

合格祈願、縁結び・家庭円満など 

大神
おおみわ

神社
じんじゃ

 （奈良県・桜井市）    

三輪山が御神体。二つの岩が仲良く 

寄り添う夫婦岩に願いを 

＜御利益＞  生活全般の守護、念願成就、良縁成就  

難波八
な ん ば や

阪
さか

神社
じんじゃ

 （大阪市浪速区）   

大獅子が悩み・弱気をひと飲み！勝負に強い神社 

＜御利益＞  勝運上昇  

 

太郎坊宮
たろうぼうぐう

(阿賀
あ が

神社
じんじゃ

) （滋賀県・東近江市）   

困難に打ち勝つ！商売、勉強、病気など 

あらゆる場面で勝利をもたらす勝運の神様。  

＜御利益＞  金運、恋愛運、合格祈願、商売繁栄、 

健康運、大願成就、厄除、勝運 

六勝
ろくしょう

神社
じんじゃ

 （京都府・京都市北区）   

「六(む)つかしいことに勝つ」！ 

縁起のよいごろ合わせで御利益あり。 

＜御利益＞  開運必勝、難関突破、心願成就  

  子どもは大人が思う以上に大人の様子を観ています。大人の疲れ、

苦しみ、悲しみを理屈ではなく感覚で察知します。そのため自分の

寂しさ、辛さをこころの中に抱え込で、時には自分の所為ではない

かと自分を責めていたりします。 

・子どもにも隠さず、わかる言葉で今何に困っているか説明しまし

ょう。 

・そして解決できる方法を捜そうと大人が努力していることを伝え

ましょう。 

・子どもを抱っこしたり、肩を抱いたりして安心感を与える接触を

しましょう。 

・身近に接している人が家族に代わってしてあげても良いでしょう。 
 
      桃山学院大学社会学部社会福祉学科教授  郭麗月 

 

桃山学院大学の郭先生による

３回シリーズのコラムです。 

ちょっとしたヒントにしてく

ださい。 

 

間々
ま ま

観音
かんのん

 （愛知県・小牧市）    

通称「おっぱい寺」 

おっぱいに関するお願い何でも。 

＜御利益＞  お乳の願い、安産、 

子授、安産など  

身
も
心
も 

美
し
く 

開運 
招福 

願いを絞って 

2015年をねらいうち！ 

うそつきが 
通ると 
挟まれて 
しまうという 
「夫婦岩」 



 

心のケア専門員 

     ユニバーサル・スタジオ・ジャパンより 

クリスマスプレゼント☆ 
 

 
昨年も大好評だった「こどものための 

博物館キッズプラザ大阪」！今年もご提供 
いただきました。 
思わず大人もやってみたくなるような 

五感を使って触れることの 
できる展示物やものづくり、 
実験などの楽しいプログラムがいっぱい！
サポートスタッフも充実しているので 
みんなで安心して楽しめます。 

会 期：12月 2日（火）～1月 31日（土） 
     平日   9：30～17：00 

土・日・祝  9：30～19：00 
（最終入館は閉館 45分前まで） 

 
休館日：毎週月曜日(祝日の場合は翌日) 
    12/8～12/12、 12/28～1/2 

 
場 所：キッズプラザ大阪 

地下鉄堺筋線「扇町」駅下車すぐ 
JR環状線「天満」駅下車徒歩約３分 

 
対 象：東日本大震災により関西に避難中のみなさま  
         
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 24日（水）正午 
※申込み受け付け後、1週間を目安に招待券を発送します。 

     ただし、お１人様 1回のご利用とします。 
 

冬でもあったか、お天気をきにせずあそぼう！ 

キッズプラザ大阪 

 
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンより、素敵な

プレゼントをご提供いただきました。今大人気のキ

ャラクターグッズを中心にした、詰め合わせをお送

りします。何が来るかはお楽しみ！ 

計 10人様にプレゼントします。 

日 時：12月 27日（土） 
    18：00～20：00 

（17：30開場） 
 
 

場 所：阿倍野区民センター大ホール 
（地下鉄谷町線「阿倍野」駅 6番出口   約 3分 
地下鉄御堂筋線「天王寺」駅     約 10分 
JR「天王寺」駅           約 10分） 

 
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 24日（水）正午 
※12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。 

コラボラとは、コーラスでボランティアの造語で放送芸

術学院専門学校の音楽を専攻する在学生と卒業生で構成さ

れたヴォーカルユニットです。 

2008年より各地でチャリティーコンサートを開催。 

目の前の人を笑顔にしたい！励ましたい！をコンセプト

に今年も（2011 年より開催）東日本大震災復興チャリティ

ーコンサートを行います。みんな一緒に笑顔で 2014年を締

めくくられたらステキですね。 

子どもを守りたいという母親を支えたい 

  

避難ママのお茶べり会は 2011年12月に発足した自助団

体です。避難している母親の横のつながりを作り、「子どもを

守りたい」と何とか踏ん張っている母親をサポートすること

を目的としています。これまで多くの支援団体様に支えら

れ、交流会や講座などを開催してきました。 

お茶べり会メーリングリストでは避難ママ同士が情報や

意見交換をし、現在は堺市社会福祉協議会様のご協力の

元、堺市で月一回保育付きの交流会を開催しています。 

また、震災を経験していない関西の方にも避難者の方が

どのような想いで避難してこられ、どんな困難を抱えながら

避難生活をしているのかを知っていただく為、2013年 3月に

東日本大震災避難ママ体験手記集「20年後のあなたへ」を 

前任者から、「（ぼろぼろ涙が出るの

で）電車の中で読むのは危険」と手渡さ

れた一冊の本。このような思いで関西に避

難してきた人たちがいたことを、私は知りま

せんでした。この本を、広くたくさんの人たち

に読んでもらいたいと思っています。 

先日、この本がきっかけで避難者交流

会の存在を知り、つながりができた方のお

話を聞きました。 

この本は、こんな力も持っています。 

2011年 3月 11日の東日本大震災により、今でも 

多くの方が避難生活を余儀なくされています。 

避難し続ける理由の多くは「放射能から子どもを守

るため」です。葛藤の中、避難を決意した母親が震災

で何を経験し、どう決断し、今何を思うのか？ 

20年後の子どもに残す避難ママ体験手記集。 

20年後の子どもに宛てた手紙付き。  A5版  

を自費出版し、大きな反響をいただきました。 

交流会は参加者がお菓子を持ち寄り、避難生活の困り

ごとから、日頃のたわいない出来事まで、幅広く楽しくお

しゃべりしています。参加したことがない方は「もう輪が出

来てしまってるのでは？」と思う方もおられると思います

が、初めて参加してみようという方のお気持ちこそ大事

にしたいと思っています。同じ境遇の者同士、横のつなが

りを持てば世界が違って見えるかもしれません。あなた

の最初の一歩をいつでもお待ちしています。 

団体紹介   

避難ママのお茶べり会     【担当窓口】 吉岡 
 

  ✉ hinanmama@gmail.com    
HP   http://hinanmama.jimdo.com 

 ご紹介にあたって 

自費出版  
手記集 

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。 

☆保育を希望される場合、事前予約

してくださればありがたいです。 

日時：1月 28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) 

  「Heart to Heart ～笑顔のタネをまこう～」 

  Cora-Vola～Piece～ （コラボラピース） 

東日本大震災復興支援チャリティーコンサート 

 

 

個 数：10個（抽選） 
 
対 象：東日本大震災により関西に避難中のみなさま    

 
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)   
・代表者名・〒・住所・TEL・お子さまの名前・ふりがな 
を添えて 
 

締 切：12月 24日 (水)正午 
※12月 27日頃の発送をもってかえさせていただきます 
※この商品は、個人の使用に限定し、転売・バザーなどでの 
販売はできません。  

今後の開催よてい 
 

2月 25日(水) 

3月 25日(水) 

4月 22日(水) 

経験豊富な専門の方が、ゆっくり

じっくり聞いてくれます。 

お気軽にどうぞ♪ 

 

普段着。アクセサリー。おもちゃ。 

これらは現代の方言を譬えたものです。「方言は普段着」という

のは、日常の気取らない場面で使う言葉として方言を捉えたもの

です。一方、「方言はアクセサリー」は、共通語を使うのが当たり前の

生活の中で自分の言葉を飾って彩りをそえるものとして方言を

使うということです。ほとんど方言を話さない人が、場の雰囲気で

部分的に方言を使うのがこれにあたります。 

また、東北出身者でもないのに目新しさを追求して「～べ」を使

う 

う人や、関西出身者でもないのに面白いからという理由で

「なんでやねん」や「あかん」を使う人がいますよね。こういう人

たちは「方言はおもちゃ」と見ているのでしょう。 

 方言を何に譬えるか学生に聞いたところ、「戦闘服」や「友

達」という答えが返ってきました。ここ一番で自分らしさを強

く出したい時に使う言葉だから「方言は戦闘服」。どこに行っ

てもつきあっていけるし、新しい場所で仲良くなれる言葉だ

から「方言は友達」。 

さて、皆さんは方言を何に譬えますか？ 

【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。お電話でも結構です。 
住所：〒567-8502 大阪府茨木市西安威 2-1-15  E‐mail：yukushib@otemon.ac.jp  TEL：072－641-9567（直通） 

追手門学院大学講師 櫛引祐希子 

 


