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編集後記    お味噌に納豆、ワインにどぶろく、切り干し大根、

干しいも、つるし柿…冬は加工の季節です。さむ～い台所で何十本

も大根を刻んだその年は、例年にない暖冬でした。陽だまりは暖か

く、ぽかぽか陽気を喜んだのもつかの間、苦労して刻んだ大量の大

根は、うまく乾燥せずカビてしまい、全て畑の肥しとなりました。冷たく

厳しいからっ風も、大切で必要なものなのだと教わった 

冬でした。（あかほし） 

 

第５５号：平成２８年１月  

 

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：赤星・大森) 
≪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 

 人形浄瑠璃や歌舞伎でお馴染みの『義経千本桜』に

は、「いがみの権太（ごんた）」という人物が登場します。

ゆすりやたかりで金儲けするとんでもない男ですが、大阪

方言にとって重要な人物です。というのも、＜わんぱくな子

ども＞とか＜いたずら好きの子ども＞を意味する大阪方

言の「ゴンタ」のルーツは、彼だからです。ならず者の権太と

＜わんぱくな子ども＞や＜いたずら好きの子ども＞は似

て非なるもののように思えますが、「ゴンタ」と呼ばれるの 

はたいてい男の子なので、性別では権太の DNA が残っ

ていると言えそうです。が、東北には「ヤロッコ」「ヤロコ」とい

う方言があります。これも＜わんぱくな子ども＞とか＜元

気な子ども＞を意味します。「ゴンタ」同様、男の子のこと

で、その語源は「野郎子」。ここでも「野郎」という男性の

DNA が受け継がれています。 

「元気でわんぱくな女の子だっている！」と反論したくなり

ますが、言葉の世界は意外と保守的です。 

 

【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 

 

日時：1 月 26 日(火)   
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) 
 

毎月開催の交流会☆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。当日参加も大歓迎です。 

 

中ノ島周辺の水辺や緑を生かした光の祭典。歴史

ある建築物をキャンバスに音と光が物語を紡ぎ出

します。世界のグルメが楽しめる「光のマルシェ」

や大道芸にコンサートと、イベントも多彩です。 

年末年始の 12月 29日（火）～1月 3日（日）、

大阪市ボランティア・市民活動センターはお休み

です。ご了承ください。 

【場所】大阪市役所周辺～中之島公園 

【期間】12月 12日～12月 25日 17:00～22:00 

【入場料】無料 

【場所】京都嵯峨・嵐山周辺 

京福線嵐山駅から徒歩にて各所へ 

【期間】12月 12日～12月 21日 17:00～20:30 

【入場料】※散策無料(拝観料など別途有料) 
【場所】新梅田シティ・ワンダースクエア 

JR大阪駅から  7分 

【期間】11月 20日～12月 25日 17:00～22:30 

【入場料】※無料 

大人気プログラム 
「ウォールタペストリー」 
大阪府立中之島図書館正面 
 

フランスアベニュー 
中之島通（大阪市中央公会堂前） 

プロジェクションマッピング 
WONDER VOYAGE -時空の旅- 
大阪市中央公会堂正面壁面 

115 年以上の歴史を持つ木製
メリーゴーランド。ヨーロッ
パに 4 台しかなく、毎年コン
テナで海を渡ってきます。 
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30 棟件のヒュッテ（小屋）で
ドイツの伝統工芸品や飲食物
を販売するドイツ・クリスマ
スマーケット。 京都いけばな協会による

いけばな作品の展示 

渡月橋周辺 

野宮神社から大河内山荘庭園

に至る竹林をライトアップ 

歴史的文化遺産が点在

する嵯峨・嵐山が 12月

と 3 月の年 2 回、期間

限定で幻想的な明かり

に包まれます。日本情

緒あふれる散策路を満

喫しよう。 
 

日本にいながらドイツのク

リスマスを堪能できます。

音と光が繰り広げる美しい

祭典の中、ロマンティック

な夜を楽しもう。 

毎週末登場するニコラウス。登場時

間はナイショ。雨の日はお休みかも。 

27 
m  

今回の子どもライターはひよりくん。

おおっ！ちから持ち！また、いろいろな

芸術を見てね♪投稿ありがとう！ 

今日マグリット展に行って

きました。先月は運動会の

練習に明け暮れ、スポーツ

の秋でした。おかげさまで

今日は芸術の秋でした。 

 不思議な絵に、なぜか心ひ

かれる僕…でした。 

投稿№013 ペンネーム    ひより 

【日 時】 12 月 19 日（土） 
10：30～15：00  
※昼食は必ず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 
 ※この日の Café IMONIKAIは予約制となっています。 



 

  

 

【日 時】 毎月第 2・第 4火曜日  

11:00～16:00 にオープン 

（祝日や年末年始などやっていないときもあります） 

【場 所】 モモの家（阪急千里線「吹田」駅から  6分  

JR「吹田」駅から  18分   

モモの家のホームページに地図があります。 

避難者さんには交通費を半額負担します。 

【Menu】 デトックス茶、有機栽培コーヒー、黒煎り玄米コーヒー  

ハーブティなどなど 飲み物すべて 300円 

昼食はお野菜中心の安心食材でその日のありあわせでつくっています。

お代はカンパをおねがいします。 

  

 

日本の四季を歌う懐か

しい唱歌、トスティ作曲

の心に響く名曲等、69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。 

団体紹介   

かえるカフェ  
 

TEL：090-5907-4909 （高橋もとこ）  Facebookで「かえるカフェ」のページあります。 

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

天才の頭脳をのぞきに行こう！ 

「ダ・ヴィンチ！天才の遺産  レオナルドと歩む未来展」  

 

 

 

「最後の晩餐」や「モナ・リザ」の

作者である巨匠、レオナルド・ダ・

ヴィンチ。天文学、航空力学、解剖

学など森羅万象にも興味を持ち、実

にこまめにメモやスケッチをして

いました。当時奇抜すぎた発想も、

時代を超えて現代のテクノロジー

の礎となっているものも数多くあ

ります。本展覧会では、科学者・技 

会 期：12月 1日（火）～3月 31日（木） 
     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) 
    12/7～12/11、 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 または 
JR環状線「天満」駅下車  約 3分  

ご招待：東日本大震災により関西に避難中のみなさま   
締 切：1月 12 日（火）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。 

 

毎年大好評の「キッズプラザ大阪」。 

今年も希望者全員へのご招待をいた

だきました。大人も思わずやってみた

くなる展示物や多彩なワークショッ

プ。遊びをサポートする“インタープ

リター”がいるので安心です。大人も 

くつろげるスペースもあり、家族みんなで楽しめます。 

関西に避難してこられた方たちが「ほっ」と

する場になれば、と 2013 年の 5 月から始めた

「かえるカフェ」。モモの家という古い平屋のお

家をお借りして第 2 第 4 火曜日だけ開かれ

ています。 

避難者さんたちと「食」について学んだり、

お味噌や鉄火味噌、黒焼き玄米をつくったり、

茜染めなどの手仕事をしたり、語り合ったり…。 

これからの「かえるカフェ」は、ゆるやかな自立

を目ざしつつ、わかりやすい情報交換のしくみ

をつくったり、生活を支え合ったりしつつ、みん

なで元気になれるような場づくりをしたいなと

思っています。 

スタッフは福島と関東からの避難者さん 2

人と関西メンバー4名です。 

味噌づくりの時の食事風景。避難者だけでなく

食・手仕事に関心のある人もあつまります。 

 吹田の古民家「モモの家」で避難者さんのカフェやってます。 

 
 

  遊んで学べるこどものための博物館  

「キッズプラザ大阪」 

会 期：2015年 12月 23日（水・祝）～2016年 2月 14日（日） 
 11：00～18：00 （入場は閉館 30 分前まで） 

 
休館日：2016年 1月 1日 
 
場 所：グランフロント大阪 ナレッジキャピタル イベントラボ 

（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） 

 
ご招待：3組 6人（抽選）   
締 切：12月 25日（金）正午 
※ 当選の場合は、12 月 26日頃に、チケットを発送します。 

  男声合唱のハーモニー  

「アルマ・マータ・クワイア 第 54 回定期演奏会」  

 

日 時：1月 24日(日)  14：00～16：00（開場 13：00） 
※12：00～座席引き換え開始 

 
場 所：いずみホール（大阪ビジネスパーク内） 

（JR環状線「大阪城公園」駅より  約 5分 
JR・京阪電車「京橋」駅より  約 15分 
地下鉄「大阪ビジネスパーク」駅より  約 10分 

 
演奏曲：「トスティ合唱曲集」  「海の詩」 
    「草野心平の詩から」  「唱歌の四季」 
     ※詳細は、チラシをご覧ください。 
 
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。     
締 切：1月 12 日（火）正午 
※当選の場合は、1月 15日頃に、チケットを発送します。 

ホッとネットおおさか登録団体を、毎月一団体ずつご紹介します。 

術者としてのダ・ヴィンチに焦点をあて「過去」「現在」

「未来」と 3ゾーンに分けて紹介します。 
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人間関係がとてもおっくうで負担

を感じます。人に会うとすごく疲れて

しまうので一人きりでいたいと思っ

てしまいます。 

  人の集まる場が苦手だということは決して悪いことでは

ありません。そういう人は人間関係をとることが下手とい

うより、実は相手の気持ちに気づきすぎたり場の空気を読

みすぎて、どうすればいいか迷ってしまい、しんどくなる

場合が多いのではないでしょうか。仕事などでどうしても

人の集まる場所に出ないといけないこともあるかと思いま

すが、しんどさがピークになる前に、1 人の時間を作った

り気の置けない友達とゆっくり楽しんで、エネルギーの充

電をしてくださいね。       
 

桃山学院大学 社会学部 社会福祉学科  安原 佳子 

 

年末年始の 12月 29日（火）

～1月 3日（日）、大阪市ボランテ

ィア・市民活動センターはお休み

です。了承ください。 
    光と遊ぶ体験型アートが大集合！  

「光のワンダーランド 魔法の美術館」 

見て、触って楽しめる美術展。

日本を代表する気鋭のアーティ

ストが創造した、まるで魔法の

ようなアートを体感できます。

大人も子どもも世代を超えて楽

しめると、全国で 140万人以上

を動員した大人気の展覧会が大

阪に初上陸です。 

公営住宅の入居期限が迫っている！ 

関西に住み続けたいけど、どこに住むのがいいの？ 

子どもの進学で転居したい！ 

関西の賃貸手続きがわからない？ 

 

 

お問合せ       

☎ 06-6875-7459  
✉kattan@be.mbn.or.jp 
 

電話、メール、面談 
いずれも無料 

 

会 期：2015年 12月 12日（土）～2016年 1月 27日（水） 
   火～金/10：00～20：00（入館は閉館 30 分前まで） 
  土日月祝/10：00～18：00（     〃     ） 
 
休館日：12月 31日（木）、1月 1日（金） 

 
場 所：あべのハルカス美術館/ABENO HARUKAS ART MUSEUM 
（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：12月 25日（金）正午 
※ 当選の場合は、12 月 26日頃に、チケットを発送します。 

 

 
その上を歩くことで周りから音
や光があふれだす。二度と同じ
ものは見られないアートです。 

七色小道 作家名：坪倉輝明  
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