
んを打ちに挑戦。練って、踏んで、寝かせ 

て、その間に新聞紙で作るブローチや子 

ども達のゲームなど、楽しいひと時を過 

ごしました。また、英真高等学校生徒会 

が取り組んだ被災地支援の募金活動 

で図書を購入、子ども達に贈呈しました。 

あと 2 年間の延長となる大橋仮設は、 

石巻市で最後の仮設住宅になる見込み 

です。山崎自治会長は、「いただいた本は、復興住宅へ移ったあと 

も、集会所へ配します。」と話しまし 

た。 

 

             初参加の高校生達も真剣なま 

ま           なざしで学び、未来を担う青年達 

へつたえることも少しできました。 

大阪と東北の皆さんのつながりも 

さらに多くできました。「つながる」と 

「つたえる」をこれからも大切にし

ていきたいと思う里帰り・ボランティアバスでした。 

28 日午後 7 時 30 分頃、大阪市ボランティア・市民活動

センターに参加者が、三々五々と集まってきます。顔なじみ

の人、久しぶりの人、初めて出会う人たちが、交流を温め、

自己紹介の後、バスに乗り込みます。 

 

子ども達は遊び 大人たちは語る  
バスの後方はサロン形でテーブルを囲んで座り、ボラン

ティアと子ども達がゲームに夢中。笑い声が絶えません。

大人の皆さんは、前方で語らいに夢中。3.11 から 6 年目を

迎え、これまでのこと、これからのことをさまざまに話し合い

ました。 

騒いだ後は、深い眠りに。翌朝午前 5時、予定通り東京駅

前に到着。この後、福島県いわき駅前、郡山駅前、仙台駅

前でそれぞれ避難者の皆さんが降り、一路、石巻市へ。 
 

  震災を未来に語る  
高校生にきちんとつな 

いでいくため、「みらいサポ 

ート石巻」で被災者の語 

りを聞きました。佐藤麻紀 

さんが、石巻市雄勝町で 

の被災と、実母と祖母を 

亡くされた状況を話しました。こうして語ることは辛いだろ

うと察しますが、未来につなげたいという思いがひしひしと

伝わってきます。 
 

仮設住宅での絆は末永く  
30日は、大橋仮設住宅団地へ 5回目の訪問。今回はうど 

 

編集後記    ムシッとして 1 ミリも空気が動かないような初夏

の夕暮れ時。「今夜は、よおさん出るでよ。」大家さんがうれしそうに教

えてくれました。おばけじゃないよ、ホタルです。家の水を引いている川

の下流に行ってみると、息を呑むような点滅する光の数。この世のも

のとは思えないような幻想的な景色は今でも忘れられません。こんな

にたくさんのホタルの好きな甘い水が流れる川の水を、 

毎日飲める環境に感謝しました。（あかほし） 

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) 
≪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) 

「よく眠れない」 

「なんとなく気がふさぐ」 

「慣れない土地で話し相手がいない」 

「将来に不安がある」など 

ひとりで悩まず、どんなことでもご相談ください。 
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第６１号：平成２８年７月  

 

あかほし 

 

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 

英真高等学校の生徒と 
山崎自治会長、子ども達 

オタマジャクシを漢字にすると、御玉杓子となります。

汁をすくうのに使う先の丸い調理道具のことです。現代

では「お玉」と言う方が一般的かもしれません。この調

理道具の名前には、滋賀県の多賀神社のお守りである

杓子「お多賀杓子」を語源とする説もあるそうです。 

でも、一般にオタマジャクシは蛙の子を意味します。

なぜそう呼ぶのか疑問に思ったことのある人もいそう

ですね。調理道具の御玉杓子と形が似ているからとい 

う理由を知れば、少しは納得できるかもしれません。 

関西や東北には、蛙の子をオタマジャクシではなく

「カエルノコ」と呼ぶ地域が散在しています。何のひねり

もない呼び名。だからこそ、誰もが納得できるわかりや

すさがあります。 

ところで、東北には蛙をビッキと呼ぶ地域が多くあり

ますが、蛙の子を「ビッキノコ」と呼ぶ地域は多くありま

せん。なぜか。その理由は未だ解明されていません。 

【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 

 

  今の気持ちをじっくり聞きあう時間です。

弁護士がお一人ご参加くださいます 

     （別室保育） 

 

 

4 月から、ドーン避難者ピアサポートの会が主催となり、午前中は Café 

IMONIKAI、午後はピアサポート交流会の 2部構成で開催している交流会。 

途中参加、途中退室は自由。当日参加も大歓迎です。各地を飛び回り避難者

の声を届けてくれる人、最近避難してきた人、初めて参加する人…どなたでも

安心してご参加ください。 

日 時：6 月 28 日(火)   
10：30～15：00  ※ 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) 
 
 

 自由な雰囲気で、聞きたいこと話したいこと

なんでも話し合えます。12時からはお昼を 

取りながらおしゃべり♪（同室保育） 

 

  
保育予約締切：6 月 21 日（火） 

 ※ 子どもの名前、年齢を添えて。 

 
問合せ・申込み：peimonikai@gmail.com   ※ 名前・連絡先、大体の予定時間を教えてください。 
 

主 催：ドーン避難者ピアサポートの会       協 力：東日本大震災避難者の会 Thanks ＆ Dream 
      （ジェンダー平等をめざす藤枝澪子助成事業） 

〜「南浜つなぐ館」横の看板と献花台 

〜手作りうどんを湯がきます 

４月２８日から５月２日まで、第８回「里帰り・ボラン

ティア 東北－大阪交流バス」が運行されました。

今回は、10組 20人の避難者の皆さんと、ボランティ

ア5人に、英真学園高等学校（淀川区）の生徒会から

5人と先生 1 人が参加しました。 

 

お問合せ・申込み 

06（4963）2357 ※相談は無料。 

プライバシーは固く守られます。 

 

〜新緑のいわき駅前に到着、ほっと笑顔がこぼれます 



 

 

地域購買生協 宅配や店舗等による購買事業が中心。介護事業も一部展開 

医療生協 病院や診療所等の医療事業と介護事業 

大学生協 学内で売店、食堂等の事業や旅行、住宅斡旋等 

職域生協 企業の社員等の福利厚生事業 

共済生協 共済事業 

事業連合 いくつかの生協が共同して商品の開発や仕入れ事業 

日 時：7 月 30 日(土) 
午前の部 開場 10：00 開演 11：00 終演 13：00 
午後の部 開場 13：30 開演 14：30 終演 16：30 

 
場 所：NHK 大阪ホール 

（地下鉄「谷町４丁目駅」より  5分 
 
ご招待：午前の部 30人 / 午後の部 30 人（先着順） 

※3 歳以下のお子様は入場できません。 
 
 

  

 

団体紹介   

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） 

ダリ展 

Salvador Dalí 

 
20 世紀のシュルレアリスムを代

表する芸術家、サルバドール･ダリ。

スペインに生まれ、各国で大きな成

功と人気を博します。絵画や彫刻の

みならず、映画や演劇、ファッショ

ン、執筆活動など様々なジャンルで

才能を開花させました。 

本展は、約 200点に及ぶ作品を集

めた日本で過去最大規模の回顧展

です。   

 

会 期：7 月 1日（金）～9 月 4日（日） 
 9：00～17：00 （入館は閉館 30 分前まで）   

 
休館日：月曜日（ただし 7月 18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」下車すぐ） 

 
ご招待：3組 6 人（抽選）   
締 切：7 月 8日（金）正午 
※7 月 11日頃のチケット発送をもってかえさせていただきます。 

 

大正、昭和に進んだ大阪

の都市開発は、様々な恩恵

をもたらした一方、景観の

急激な変化ももたらし、失

われてゆく伝統や文化に

危機感を抱いた人々の、郷

土に対する関心が高まり

ました。 

 

大阪歴史博物館 特集展示 

郷土建築へのまなざしと日本建築協会 

© X. Miserachs/Fundació Gala-Salvador Dalí, 
Figueres,2016. Image Rights of Salvador Dalí reserved. 

Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2016. 

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。 

大阪府生活協同組合連合会は、大阪府内で事業・活

動する「地域購買生協」「医療生協」「大学生協」「職域生

協」「共済生協」（※）など、44の生協が会員となっている

連合会です。生協は、組合員が自ら出資・利用・運営し、より

よい暮らしを実現するために事業や活動を行っています。

「〇〇生協」や「△△コープ」など、似たような名称ですが、そ

れぞれ独立した組織です。我々連合会は「生協どうしの横

のつながりや連携を図る」「会員生協の事業基盤の安定・

強化を図る」等を目的に事業活動をすすめています。 

阪神・淡路大震災での兵庫県と地元生協の被災者支

援の教訓から、1997 年に大阪府と「災害時における応急

物資供給等に関する協定」を締結し、大規模災害発生時

に大阪府と連携し、被災地・被災者に支援物資をお届け

する体制をとっています。 

東日本大震災以降、「被災地支援ボランティアバス」を

2014 年まで 16 回運行 

ご招待する「福島の子ども保養プロジェクト「コヨット！in おお

さか」を、大阪府や近隣府県に避難されている方には「里帰り

バスの運行」「夏休み文化企画 文楽鑑賞・オーケストラコン

サートへのご招待」の取り組みを行っています。 
 

※（生協の種類 一部事例） 

 

阪神・淡路大震災を教訓に、支援を続けています 

大阪府生活協同組合連合会  
 

〒542-0012 大阪市中央区谷町 7-4-15 大阪府社会福祉会館内 
TEL：06-6762-7220   FAX：06-6762-7296   

福島の子ども保養プロジェクト 

2014年まで 16回

運行し、のべ 357

名の生協組合員

が参加しました。

現在は、福島県の

小学生を大阪に 

親子で一緒に楽しもう！ 

「夏休みファミリーコンサート」 夏恒例！今年もやってきました♪ 

「夏休み文楽鑑賞のつどい」   

夏恒例！今年もやってきました♪ 

「夏休み文楽鑑賞のつどい」   

大阪発祥の伝統芸能「文楽」を子どもたち

にもわかりやすい解説つきで上演します。 

文楽の入門編として、どなたでも 

楽しめます。 

本格的なクラシックから、アニメや映画の曲など、

色んな曲をオーケストラ 

の演奏で楽しめます。 

 

日 時：7 月 29日(金)  
開演 10：45（開場 10：00）終演 13：30（予定） 

 
場 所：国立文楽劇場 

（地下鉄・近鉄「日本橋」駅  すぐ） 
 
ご招待：30 人（先着順） 

※3 歳以下のお子様は入場できません。 
 
  

「文楽」と 

 「コンサート」 
大阪府生活協同組合連合会   受付期間：6 月 23 日(木)～7 月 8 日(金)    
☎ 06-6762-7220       受付時間：10：00～17：00  ※土日除く 

 
※申込みの際「IMONIKAIをみて」とお伝えください。 
※詳細は同封のチラシをご覧ください.（コンサートは午前の部のみお届けしています） 

 

 

会 期：6 月 15日（水）～8月 1 日（月） 
    9：30～17：00 （入館は閉館 30分前まで） 
 
休館日：火曜日 

 
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：7 月 8日（金）正午 

※ 当選の場合は、7月 11 日頃に、チケットを発送します。 

運行期間 ： 8月 10日(水)～8月 16日(火) 
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 ： 30人（応募多数の場合は抽選） 

締 切 ： 7月 20日(水) 17：00まで  
申込先 ： 大阪府生活協同組合連合会 

☎ 06-6762-7220（担当：小山・中村） 
平日 10：00～17：00 

※当落のご連絡は 8月 1日頃に郵送にて行います。 

※当選者の方には、詳細についてご案内します。  

※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。 

※往路または復路のみのご利用もできますが、抽選の場合は往復

利用の方を優先とさせていただきますことご了承ください。 

※ペット同伴の乗車については、お断りします。 

（ゲージ等利用の場合も不可） 

 

東北・関東と大阪をつなぐ「里帰りバス」の 

運行詳細が決定しました。 

お盆の帰省などにお役立てください。 

大阪府生活協同組合連合会 主催 

「お盆里帰りバス」 申込み開始！  

21：00 
＜出発＞ 

 

5：00 
＜到着＞ 

12：00 
＜到着＞ 

15：00 
＜出発＞ 

16：30 
＜出発＞ 

18：30 
＜出発＞ 

21：00 
＜出発＞ 

8：00 
＜到着＞ 

8：20 
＜到着＞ 

9：55 
＜到着＞ 

8/11 

8/10 
8/16 

8/15 

いわき駅(福島県) 

郡山駅(福島県) 

仙台駅(宮城県) 

大阪府社会福祉会館 
（大阪市中央区谷町 7-4-15） 

東京駅(東京都) 

イラスト：中西らつ子 

本展覧会では、都市開発とその陰で姿を消そうとする

「郷土建築」へのまなざしをたどります。 

船場小学校の図 西清手（にし きよて） 
昭和初期 本館蔵（酒野晶子氏寄贈） 


