
 

 

 

 

 

 

 

   

編集後記   暑いですね。前職、炎天下仕事の多かった私は、お

塩と黒糖、お酢で夏を乗り切っていました。お塩と黒糖は、ミネラルの

多い品を、ちょっと奮発して買います。おやつに黒糖をかじり、あんまり

暑くてしんどい時は、梅酢水割りを飲みます。効き目が早く、初夏に梅

干し漬けててよかった～と思う瞬間です。お酢は、冬に作った柿酢を、

りんごジュースで割って。体は資本です。自身で大事にいたわって、 

がんばって暑い夏を乗り切りましょう。 
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あかほし＆おおもり 

 

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：大森・赤星) 
≪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。 

▽4つの支援団体が共同で「避難者訪問プロジェクト」  
 

6 月 11 日、関西在住の避難者が孤立するのを防ごう

と関西の 4つの支援団体が、家庭訪問を行うことを発表

しました。問題や悩みは細分化、深刻化し、事情は複雑

です。ていねいな個別対応が一層必要と考え、関西で一

斉に行うことになりました。支援者間での連携を行い、

難しい問題への対応を目指します。仕事で忙しい、高齢

で外出が難しい等で交流会に行けない方など、ぜひお近

くの団体までお気軽にご連絡ください。 

人の移動が盛んになる夏休みは、お土産をもらったりさ

しあげたりする機会が増える時期でもあります。 

 東北と大阪は「方言」を使ったお土産が多い地域です。

試しに観光客の利用が多い駅の売店をのぞいてみてくだ

さい。「好きやねん」「ほんま」「あかん」などの言葉を使った菓

子や文具が所狭しと並んでいます。なかには「しばいたろ

か」のような日常的にあまり耳にしなくなった言葉を使った

物も 

物もあります。一方、東北の駅の売店でも「んめぇ（うま

い）」や「飴っこ」「酒っこ」のように商品の紹介に方言を

使用している物が売られています。 

 東北と大阪以外では沖縄も、地元の言葉を使ったお

土産を多く扱う地域です。沖縄で「にふぇーでーびる

（ありがとう）」と書かれたお土産をいくつも見ました。

お土産に使われた地元の言葉には、その地域らしさを伝

えるメッセンジャーとしての役割があるようです。 

【方言募集】   方言に関するご質問・ご意見をお寄せください。 
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   
追手門学院大学国際教養学部講師 櫛引祐希子 
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をあて、現在の「県外避難者のみなさんへ」という

コーナーとなっていきました。これは、支援団体の

おかげです。彼らは、支援する中で見えてくる情報

を寄せてくれます。大切なのは、つながりと、情報

を送り届けること。   

このコーナーは関西に避難してきている 

3000人に向けての放送です。が、明日は 

我が身。自分達が被災した時、どうなるの 

かに想いを馳せ、同時に阪神・淡路大震災時 

に受けた恩を返したいという気持ちもまた、 

このコーナーを続けてゆく力につながって 

います。 

▽福島県が自主避難者の住宅支援打ち切りへ 
 

6月 15日、福島県は自主避難者の住宅支援をさ来

年（平成 29年）3月で打ち切ると発表。各地で決定撤回

を訴える声が広がっています。関西の支援団体にも

「経済的に厳しく、戻らざるを得ず不安」という母

子避難のおかあさん、「原発事故で仕事が成り立たず

暮らせない」という男性などの不安の声が届いてい

ます。避難者が散りぢりになっていくと同時に情報

や支援が途切れるのではないかと、支援団体関係者

は心配しています。これからも支援の手が必要にな

ってきます。 
 

 

 

 

関西の被災者救援について 
 

東日本大震災から 2カ月後、関西圏の各自治体へ県外

避難者支援の状況確認を行いました。自治体による支援

の大きなばらつきがみられました。避難者の受入れをし

たはいいが、鍵を渡しておしまいになっていないか。東

北の被災地にボランティアバスを出しても、地元に避難

してきている人に目がいっていないのでは。住宅部管理

課、危機管理室、福祉、就労の機関が連携しての支援が

必要です。 
 

「県外避難の皆さんへ」コーナーの役割 
 

この番組では、東日本大震災後直後から、いろんな人

の話や声を届けてきました。そこから県外避難者に焦点 

『今度、関西周辺で大きな地震などの災害や原発事故が起きたら… 

私たちが他の県に避難することもあります。県外避難の問題は人ごとではありません。関西の皆さんもいっしょに聞

いて下さい。』という冒頭のコメントで始まる「県外避難のみなさんへ」コーナー。2011 年 4 月からこの番組を担当し

ている住田功一アナウンサーにインタビューしました。 

NHKスタジオから放送します。 

関西ラジオワイド 
『県外避難のみなさんへ』 

NHKラジオ 第一放送 666mhz 
毎月最終月曜日 17：20～18：00 

 

6月 29日（月）の「県外避難のみなさんへ」は、 

次の 3つの内容でした。 

▽福島県が自主避難者の住宅支援打ち切りへ 

▽４つの支援団体が共同で「避難者訪問プロジェクト」 

▽今月の支援情報 

お茶を飲みながら、みんなでゆったりお話しましょう。 
☆保育希望される場合、事前予約をお願いします。 

 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)  
 

 
心のケア専門員 
避難当事者団体 

 

「県外避難のみなさんへ」今後の放送予定 

7月 27日（月）/ 8月 31日（月）/ 9月 28日（月）  

申込まれた方のお家だけ訪問します。「ちょっと家は…」

という方は、近所の公共の場でもお会いしましょう。 

まるっと西日本（大阪・兵庫・和歌山） 
☎ 080-4484-0298  
✉ maruttonishi@gmail.com 

 
NPO法人 和（京都） 
☎ 075-353-5181 

 
東日本大震災滋賀県内避難者の会（滋賀） 
☎ 090-5154-0767 

 
奈良県被災者の会（奈良） 
☎ 050-3636-7132 



 

     

  

 
今や街中どこでも目にする看板。商工業が盛んにな

った江戸時代から、一般商店でも広く掲げられるよう

になりました。金銀箔押
はくおし

や漆塗りなど豪華なものは、

幕府の取り締まり対象となることも。経済の発展に伴

って多様化が進み、世相を反映した個性豊かな看板。

この特集展示では、近世・近代の代表的な看板の歴史

とデザインを紹介します。 

 

会 期：8月 5 日（水）～10月 19 日（月） 
       9：30～17：00 
 ※8月 13日～15日は 20：00まで 

（入館は閉館 30分前まで） 
 
休館日：火曜日 
 ※9月 22日（祝）は開館、9月 24日（木）は休館 

 
場 所：大阪歴史博物館  8階・特集展示室 

（地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅２号・９号出口） 
 

ご招待：3組 6人（抽選） 
  
締 切：8月 27日（木）正午 
※ 当選の場合は、8月 28日頃に、チケットを発送します。 

 

まちを彩った看板の歴史 

特集展示 「看板の世界 -館蔵コレクションから-」 

 

団体紹介   

日本司法支援センター 大阪地方事務所（法テラス大阪）  
 

〒530-0047 大阪市北区西天満１－１２－５ 大阪弁護士会館Ｂ１Ｆ 
TEL：050-3383-5425   HP:  http://www.houterasu.or.jp/   

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

一度見たら忘れられない魅力 

「マグリット展」 

 
20世紀美術を代表する芸術家、ル

ネ・マグリット。何の変哲もない日

常に潜む神秘を、絵画によって実現

するその作品は、一度見たら忘れら

れない魅力に満ちています。言葉や

イメージ、時間や重力という枠を取

り払い、それを飛び越えてしまう不

思議な世界。代表作約 130点を紹介、

京都展のみの出展作品もあります。 

会 期：7月 11日（土）～10月 12日（月・祝） 
    9：00～17：00（入館は閉館 30分前まで） 
    9月 19日（土）、20日（日）は 20：00まで 
 
休館日：月曜日（7月 20日、9月 21日、10月 12日は開館） 

 
場 所：京都市美術館（岡崎公園内） 
（JR・近鉄「京都」駅 または阪急「鳥丸」駅・「河原町」駅 

→京都市バス「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車） 
 

ご招待：5組 10人（抽選）   
締 切：8月 27日（木）正午 
※ 当選の場合は、8月 28日頃に、チケットを発送します。 

 

連絡先、QRコード 

会 期：8月 15日（土）～8月 30日（日） 
     10：00～19：00（入館は閉館 30分前まで） 
 
休館日：なし  

 
場 所：グランフロント大阪 

北館 1F ナレッジプラザ 
（JR「大阪」駅 2階中央北口または 

阪急「梅田」駅 2階中央改札口より 3分） 
 

入場料：一般・大学生 ：1,100円 
    4歳～高校生：650円 
    ※ 3歳以下無料 
       
  

トーベ生誕 100周年を記念し、代表作であるムーミン

関連作品約 280点や、彼女が生涯を通じて描いた油彩、

児童文学の挿絵などを含む総数およそ 400 点を紹介し

ます。また、トーベが愛したクルーヴ島の｢夏の家｣の再

現モデルを展示、北欧の風土に根差したライフスタイル

にも焦点を当てながら、創作活動の背景に迫ります。 

《上流社会》 
1965-66年 油彩／カンヴァス  
81×65㎝  テレフォニカ・ 

コレクション Colección Telefónica 
© Charly Herscovici / ADAGP,Paris, 2015 
© Photothèque R. Magritte / BI, ADAGP,  
Paris / DNPartcom, 2015 

「トイレ？行っトイレ！」 

ボクらのうんちと地球の未来   

地球上のみんなにとって“幸せなトイレ”とは？ 

うんちのにおいや形など、身近な話から、環境問題ま

で、トイレを取り巻く様々な問題を体験しつつ、まじめ

に、そしてたのしく学んでいきます。昨年夏、東京の日

本科学未来館にて開催され、話題となった、子どもから

大人まで楽しめる企画展です。 

 法テラス（日本司法支援センター）は、国が設立した法的トラブルの総合案内所です。 

 
元夫が養育費を払ってくれない 

遺産分割でもめている。相続放棄はどうしたらいいの？ 

借金の督促に困っている 

急に解雇された 未払い賃金を請求したい   

などなど、お困りの方はいらっしゃいませんか？ 
 

・情報提供 

法的トラブルでお困りの方、またお困りごとが法的トラブルかどうか分からないという方にも、 

法テラスでは、お問い合わせ内容に応じて、専門のオペレーターが、ご利用いただける法制度や、 

相談窓口（弁護士会、司法書士会、地方公共団体の相談窓口等）をご案内します。 
 

・無料法律相談（面談・完全予約制）※ 

資力(収入・資産など)が少ないという方は、弁護士・司法書士の無料法律相談が受けられます。 
 

・弁護士・司法書士費用の立替え※ 

法律相談後、弁護士・司法書士に解決を依頼する場合に、費用の立替え制度を活用できる場合があります。 

最初に着手金・実費といった大きなお金が準備できない場合も、制度が利用できれば分割で支払うことができます。 
 

 
※無料法律相談と、弁護士・司法書士費用の立替えのご利用には一定の資力基準があります。 

※災害救助法が適用された市町村（東京都を除く）に平成 23年 3月 11日に住居や営業所等があった方は、 

資力に関係なく無料法律相談と、弁護士・司法書士費用の立替えが利用できます。 

※弁護士・司法書士費用の立替えには審査があります。 

受付窓口 

受
付
け
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会 期：7月 25日（土）～9月 27日（日） 
    火～金/10：00～20：00     

土日祝/10：00～18：00 
※8月 8日(土)、9日(日)、15日(土)、16日(日)は 20：00まで開館 
※入館は閉館 30分前まで 

 
休館日：月曜日（ただし、8月 10日、17日、24日、 9月 14日、 

21日は開館。いずれも 10：00～18：00。 
8月 24日は「親子で楽しむ こども DAY」） 

 
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：3組 6人（抽選）   
締 切：8月 27日（木）正午 
※8月 28日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます。 

 

扇子
せ ん す

屋看板 縦 44.2cm×横 68.2cm 
江戸時代 本館蔵 

「トイレ？行っトイレ！ 

ボクらのうんちと地球のみらい」   

        ムーミンだけではない、トーベの世界へ 

「生誕 100 周年 トーベ・ヤンソン展 ～ムーミンと生きる～」 

  周囲の人と比べて「打たれ弱い」と悩んでいる人は、周りを

気にする「頑張り屋さん」と考えます。そのように考え失敗が

続くと「あれもできなかったし」「これもできないだろう・・」

というネガティブ感情が育ってしまいます。 

叱られても、自分の目標がある人は、振り返り後、気持ちを

切り替え、目標に向かいます。成功があれば失敗もあり、勝負

には勝者と敗者がいることを認め、臨機応変な対応をする人が

「打たれ強い」のかもしれません。 

プラスの感情を育むためにも、自ら無理なくできる楽しい、

熱中できる活動や目標選びをお勧めします。成功体験が増える

と、自ら選んだ活動、目標に挑戦する「打たれ強い自分」に出

会うでしょう。       
 

桃山学院大学 社会学部 社会福祉学科  竹内 靖子 

 

失敗したり叱られたりしても、周囲のひとは

めげずにがんばっている。なのに自分はどう

してこんなに打たれ弱いんだろう… 

 竹内先生のコラム最終回です。 


