
       

 

 

 

 

 

 

   

編集後記  春はお花の季節です。この場所、水仙があったんだ、この

木は全部桜だったの!?、この花壇にはチューリップが仕込まれてたのね！

と、うれしい発見と驚きがたくさんあります。 

沈丁花の香りも素敵で大好きです。夜道もスタスタ歩けるくらい月が

明るい晩は、とりわけ香りが強い気がします。青白い月明かりに照らされ

て、香りを放つ沈丁花。妖艶って言葉がぴったりだわ、と 

ひそかに思っています。（あかほし） 

第４８号：平成２７年６月  

 

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 
 

〒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、2か月前までにご連絡下さい 

運営スタッフも自主避難者です。震災後ず

っと気を張り続けてきたお母さんお父さん、

子供達も。ここには仲間が沢山います。愚痴

ってもいいよ。泣いてもいいよ。仲間と一緒

に心のデトックスして、みんなからパワーを

頂いて、またたくさん笑いましょう。避難者

じゃなくても、この国でどうしたら安全に暮

らしていけるか考えている方も、是非いらし

てください。この場所で、普段できない話が

できると思います。あなたとお逢いできる日

を、楽しみにお待ちしています。 

東京の食堂で、こんなメニューをみつけました。「ほうれんそ

うのおしたし」。何だかわかりますか？ヒントは、東京の方言で

は「ひ」が「し」に発音されるということです。東北方言にも同じ

傾向があります。 

逆に大阪では「し」が「ひ」に発音される傾向があります。7

月は「ひちがつ」。質屋は「ひちや」。「し」の後にカ行・タ行の音が

くると、「ひ」という発音になりやすいようです。「し」が「ひ」になる 

発音は大阪だけでなく西日本一帯の特徴です。 

 「し」が「ひ」になる発音は、私たちの安眠も妨げます。とい

うのは大げさですが、みなさんは布団を敷く（しく）と言

いますか？それとも、布団を引く（ひく）ですか？本来は

「布団をしく」ですが、動作のイメージも手伝って「布団をひ

く」が浸透しました。西日本の出身者でなくても使うようで

すから、もはや発音だけの問題ではないようです。 

【方言募集】   どんな疑問・質問でも結構です。ぜひ、ご連絡ください。 
住所：〒567-8502 大阪府茨木市西安威 2-1-15  追手門学院大学 

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

 

長雨の中、炎天下となった4月4日、大阪城豊

国神社南裏堀で、東北県人会の観桜会が開か

れました。これは冬季にホームレスへ寝袋配付の

活動をされている「ろくなもんじゃの会」のイベン

トに参加させていただいたもの。  

中国人の小学生から、70 歳代の長老まで総

勢 30 人を超える参加者でにぎわいました。堀の

向こうの一面の桜を愛でながらの交流会でした。 

レオクラブとは、社会奉仕団体であ

るライオンズクラブが青少年育成の

ために創設した組織で、ボランティア

等を通し、人として成長することを目

的としています。 

３年前から皆様と交流をさせてい

ただいております。今後も少しでも皆

様のお力になれれば幸いです。 
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東北の人と関西の人が共に 

食事ときに遠足をして、関西の魅力を発見する交流の場！ 
 

【対象】東北から避難された方や地元の関西の人 

【申込み】touhokukennjin@gmail.com 

法律 

住宅 

健康 
 

 

おしゃべり 
情報交換 
ほっこり 

 
 

会場●大阪府立大学 I-siteなんば   ※詳細はチラシをご覧ください。 
 

カラーセラピー 

アロママッサージ 

メイクセラピー 
 

日時：5月 27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 
申込み：大阪市ボランティア・市民活動センター 

 

日時：不定期⇒火、木、日曜日のいずれかで月に 1回。 
      開催日はブログでお知らせします。 

10：30～16：00（12:30～13:00ごろお弁当タイム） 
※お昼ご飯をご持参下さい。 
 

場所：奈良・市民放射能測定所 
(近鉄奈良線「学園前駅」より  3分) 

 
料金：大人 300円/人（お茶,お菓子代として。 

残りは全額市民放射能測定所へ寄付します 
 

申込み：Ｅメールにて(tsukiiticafe@gmail.com) 

    
 

ブログ URL：http://tsukiiticafe.blog.fc2.com/ 

 

移住候補地として奈良県を考えている方の 
質問もメールで受け付けます。 

震災をきっかけに、東北関東から奈良

近郊へ避難されてきた方々を中心とし

て、月に一回、「ツキイチ・カフェ」を開

催しています（詳細は右下参照）。美味し

いお菓子と無農薬・無化学肥料で育った

奈良のお茶を頂きながら、のんびりおし

ゃべりしましょう。  

 

東北県人会×ろくな者じゃの会 

 

毎月第 4水曜日開催の交流会☆ 
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♪ 

 

毎日の生活に精いっぱいでお休みの日に子ど
もと遊ぶ時間がない…時間があっても気力と
体力がない… 
アスレチックもあるとっても広い公園で、大学

生のお兄さんお姉さんと一緒に思いっきり体を
動かしませんか？その間、大人は木陰でゆっくり
おくつろぎください。みんなで気持ちの良い風を
浴びながら楽しみましょう！ 

日  時：5月 23日(土) 12：00～16：00 

場  所：大泉緑地 
集合先：選択して申込時にお知らせください。 
①車利用→第一駐車場(有料)管理事務所前に 12：00 
②地下鉄利用→御堂筋線「金岡」駅 2番出口に 11：30  
対  象：どなたでも（母子限定で 

はありません） 

持ち物：お弁当、飲み物、レジャーシート、おやつなど  
申込み：nk6bun10@gmail.com(関西大学・山本) 
（名前、年齢、TEL、避難元→避難先、希望集合先①or②） 

 

 

続く雨に中止が心配されましたが、雨のあがった 4月

11日、大阪城公園でレオクフラブ主催のお花見がありま

した。場所取りから、食材の産地に配慮したバーベキュー

の用意まで準備万端！半分葉桜でしたが、舞い散る 

花びらがとてもきれいでした。 

 

レオクラブの大学生達 

安心材料を使っている 

手作りケーキ 

 

自然の恵みで作られた 

奈良のお茶「ゆい」 

 

全員集合～！ 

 

 
－ 会長・野口さんに聞きました 

レオクラブといえば、Café IMONIKAI でも長き

にわたって保育ボランティアで協力してくれてい

る心強い存在。子どもは好き？と尋ねたら、「大好

きです！」にっこにこの笑顔でした。 

 

 



 

     

  

 
アメリカの日本美術収集家、ウェス

トン氏所蔵の肉筆浮世絵コレクショ
ンの中から厳選された約 130 点を紹
介。肉筆浮世絵とは、絵師が絹や紙に
筆で直接描いたもので、大変貴重な一
点ものです。 
江戸初期から明治の絵師、約 50 人

による多彩な作品が、日本に里帰りし
ての初公開となります。 

会 期：4月 14日（火）～6月 21日（日） 
     9：30～17：00 

（入館は閉館 30分前まで） 
 
休館日：月曜日 

（5月 4日（月・祝）は開館 
5月 7日（木）は休館） 
 

場 所：大阪市立美術館 
（近鉄「大阪阿部野橋」駅 または 

JR,地下鉄「天王寺」駅よりすぐ） 
 

ご招待：5組 10人（抽選）   
締 切：5月 28日（木） 
※5月 30日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます。 

 

「肉筆浮世絵-美の競艶」 

～浮世絵師が描いた江戸美人 100選～ 
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がんばろうと思うのに、気持ちがついてい

かず、うまくいかない。自分の中に悩みを抱

えてしまう、というがんばり屋さんの悩み。

みなさん心当たりがあるのでは？ 

 「ここで頑張らないと」と気持が焦っても気力や体力がついて

こない時があります。 

・頭より身体の方が正直。先に疲れを感じとってアラームを鳴ら

しています。 

・身体の声に従ってみましょう。休むべき時には休憩をとること

が大切です。   

・無理を重ねると、もっと大きなダメージになるかもしれません。   

・一人で頑張らずに、必要な助けを求めましょう。  

・休憩しても回復しにくい時は、専門家に相談しましょう。       
 

桃山学院大学社会学部社会福祉学科教授  郭麗月 

 

団体紹介   

各科別の遠足や社会参加活動・白熱教室、そして全体行

事（スポーツ交流大会や文化祭）の企画・運営等全員参加

による実体験学習を通じた楽しい 1年が始まります。 

 また本学習とは別に毎月被災者交流会を開催し、こころ癒

される場を提供し自由な意見（情報）交換を行っています。

8 月には、2 泊 3 日の東日本被災地支援ボランティアツアーも

行い、さらには、被災地・被災者との繋がりを持った活動に取り

組んでいきます。 

NPO 法人大阪府高齢者大学校     （教務部 田辺賢一） 
 

〒540-0006大阪市中央区法円坂 1‐1‐35（ｱﾈｯｸｽﾊﾟﾙ法円坂） 
TEL 06－6360－4400 FAX 06－6360-4500 E-mail：tanabe@osaka-koudai.com 

大阪市ボランティア・市民活動センター（担当：赤星） 
（電話・メールにて。 全員の名前・〒・住所・TELを添えて） 

2 月のホッとネットおおさか定期便のちらしにて、避難者の

方にカットとライブのご招待をいただいた「第 5 回 AVa チャリ

ティーイベント」。（第 4回の模様は、本誌第 35号に掲載） 

 

 

「昔も今も、こんぴらさん。」 

～金毘羅離宮のたからもの～ 

 旅行が禁止されていた江戸時代、例外的に許された
神仏への参拝は、庶民にとって一生に一度の夢でした。
こんぴら参りはお伊勢参りと並んで、一大ブームに。
以降、数多くの宝物が奉納され、現在では膨大な数の
文化財が収蔵されています。その珠玉のコレクション       

一挙公開の展覧会です。 

会 期：5月 22日（金）～7月 12日（日） 
    火～金/10：00～20：00（入館は閉館 30分前まで） 
    土日祝/10：00～18：00（     〃     ） 
 
休館日：月曜日（6月 29日、7月 6日は開館 10：00～18：00） 

 
場 所：あべのハルカス美術館 
（近鉄「大阪阿部野橋」駅 または JR,地下鉄「天王寺」駅よりすぐ） 

 
ご招待：5組 10人（抽選）   
締 切：5月 28日（木） 
※5月 30日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます。 

 

2012年の NHK大河
ドラマ『平清盛』
で、崇徳天皇を演
じた井浦新さんが
ナビゲート！ 

肉筆画では、貝殻
を砕いた胡粉を使
って、おしろいを
はたくように何度
も薄く重ねること
で白く滑らかな肌
を描きます。 

日 時：5月 30日(土) 13：00～17：40（開場 12：00） 
第 1部 ドキュメンタリー映画「日本と原発」（13：30～） 
第 2部 それぞれの原発訴訟（15：30～） 
① 原発差止訴訟、原発労働者訴訟（海渡雄一弁護士） 
② 原発賠償関西訴訟（森松明希子さん） 

   ※終了後懇親会あり（申込必須。有料） 
 
場 所：京都教育文化センター  

(京阪電車「神宮丸太町」駅より 3分 または 
JR「京都」駅、 阪急電車「四条河原町」駅→ 
京都市バス「熊野神社前」下車→ 5分) 
 

参加費：無料（映画と講演）  ※ 懇親会は有料 
 

申込み：要事前申し込み Email：7shuu68@gmail.com 
  

会 期：4月 4日(土)～5月 31日(日) 
    10：00～17：00 

（入館は閉館 30分前まで） 
 
休館日：月曜日（ただし 5月 4日は開館） 

 
場 所：姫路市立美術館 企画展示室 
（JR「姫路」駅下車→神姫バス乗車 約 6分、または 約 20分） 

 
ご招待：3組 6人（抽選） 
  
締 切：5月 21日（木） 
※5月 22日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます。 

 

聖書や物語をテーマとした、色彩

豊かで詩情に満ちた幻想的な作品

を多くのこしたシャガール。その初

期作品から最高傑作と呼ばれるま

での油彩や版画、シャガールに影響

を受けた日本人画家の作品など約

160点を紹介する展覧会です。 

姫路城グランドオープン記念 没後３０年 

「シャガール展」  愛と色彩のファンタジー 
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チャリティーでも妥協はしません！ 

マルク・シャガール  
≪天蓋の花嫁≫  1949年  

株式会社ＡＯＫＩホールディングス 
© ADAGP, Paris & JASPAR,  

Tokyo, 2015, Chagall（R）E1535 

司法修習生 企画シンポジウム 

「私たちと原発 ～風化させない決意をこめて～」  

福島原発事故がもたらしたものは何
か、私たちはそれをどう受け止め、原発
とどう向き合うべきか、事故から約４年
たった今、もう一度このことをしっかり
と考えたい ― そのような思いから、弁
護士、裁判官、検察官を目指す司法修習
生の有志が企画したシンポジウムです。 

  新たな仲間とともに楽しく学ぼう 
 

NPO 法人大阪府高齢者大学校は、高齢化社会をより明る

くする責任と義務を果たすことで、高齢者による高齢者のた

めの学習機関として 2009年 4月にスタートさせ、2015年 4月

から 7期生 2500名の受講生を迎え、全 64クラス（科目）で、

楽しく学習し、新たな仲間をつくり、趣味深め・広め、社会参加

活動に取り組んでいます。2013年4月には東日本被災者支援

大学校を立ち上げ、関西に在住されている被災避難者に無

料で入学頂き、一般受講生と共にアクティブシニアの活動に

取り組んでいます。今年度は 38歳から 80歳の 12名の方が、

『国際文化交流科』『シニアの健康と医療を易しく学ぶ科』『英

会話交流を楽しく学ぶ科』『大阪の史跡探訪科』『現代社会を

考える科』に入学されました。 

 

古代食『ハクタク』と東北の『はっと料理』をテーマに交流 

主催は、大阪市内で美容

院を展開する株式会社「我

楽多」。3月 9日、全店舗の従

業員が天王寺区寺田町の

美容室に集合！格安でカッ

トやヘアアレンジを提供しま 

した。美容師ができる復興支援 

で“チャリティーを楽しもう！”と 

始まったこのイベント。チャリティ 

カットのほか、バザーやオーガニ 

ックカフェ、マッサージにジャズ 

ライブもありました。 

きれいになって、楽しかったら 

支援につながった♪このようなイベントを今後

も応援していきたいと考えています。 

 

みんな楽しみました♪ 

イベントの収益金は、東日本大震災の復興支援として
全額寄付されました。 


