
 
【開園時間】 9：00～18：00（4 月～10 月） 
【休業日】 金曜日（清掃のため） 
【入園料】 無料 
【アクセス】 阪急電車「長岡天神」駅→ 

阪急バス「長法寺」、または「上長法寺」、または 
「光風台住宅前」下車  約 5～10分 

編集後記      毎年、夏はゴーヤを作っていました。毎日毎日

採れるゴーヤ。チャンプルーだけでは消費できず、いろいろ試して大ヒット

だったのが、ゴーヤバナナジュース。わたを取って乱切りにしたゴーヤと牛

乳、バナナをミキサーにかけてできあがり。切ったゴーヤは冷凍保存可能

です。ゴーヤの苦味がさわやかな大人のバナナジュース。栄養と水分と

ビタミンもとれて、暑くて食欲のない日の強い味方。お陰で元気に夏を乗

り切っています。一度試してみてください。（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) 

   
【開園時間】 9：30～18：00（3～10 月：季節変動あり） 
【じゃぶじゃぶ池】 9：30～16：00（9 月末まで） 
【入園料】 大人（中学生以上）900 円 小人（4 歳以上）500円 

※ 夏休み期間中（7/21～8/31）のみの特別料金 →  
大人（中学生以上）500 円 小人（4 歳以上）300 円 

【アクセス】 泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅→ 
南海路線バス「ハーベストの丘」下車 

                                                        

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  森林浴も楽しんで  
公園内には、じゃぶじゃぶ池やせ

せらぎ水路、散策路、子どもの森が

あります。水深は、一番深いところで

約 30cm。池の周囲は人工芝になっ

ています。屋根のある休憩スペース

もあり、森林浴も楽しめます。 
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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 

5月 22日（日）大阪府立大学 I-site 

なんばの 2階フロアを借り切って、ホッとネット 

おおさかの「避難者交流会」を開催しました。 

平日の交流会に行けない人、ちょっと育児を忘れて大人同士

でゆっくり話をしたい人、すっきりリフレッシュしたい人。

避難者同士はもちろん、支援者とも交流できる場となりました。  

専門的な悩み相談を受ける専門家や保育、日常を忘れてリ

フレッシュコーナーの担当などは全てボランティア。避難し

てきたばかりの人のためにと、当事者団体もコーナーを開設

しました。交流会の最後には主催代表が「誰もが安心して関西 

の暮らしを続けられるよう、これからも支援を続けていく」と 

あいさつをし、終了しました。 

ヒルトンのケー
キ、しっとりして
いておいしかっ
た。（アンケートより） 

暑い夏には水遊び！ 

考え方を変えれば、気分も行動も

変わる!?桃山学院大学、栄先生の 2

回目のコラムです。 

  同じできごとが起こっても、そのとらえ方は個々人によって

異なります。先日、「何度も友だちに電話したのに出ない。何

か悪いことをしたのかと思うと不安になり、眠れない」と相談

されました。そこで、以下の整理をしました。 

・できごと：何度も友だちに電話したのに出ない 

  ・考  え：何か悪いことをしたのかと思う 

  ・気分/行動：不安になり、眠れない 

この「考え」を「忙しいのかも？」「病気かも？」に変えると

「気分/行動」も変わることがあります。あなたも自分の考え

方のくせを知り、こころを楽にさせてあげましょう。       
 

桃山学院大学 社会学部 社会福祉学科  栄 セツコ 

 

「腰を言わす」「足を言わす」。こんな言い方を大阪出

身の学生が教えてくれました。「いためる」という意味で

使うそうです。 

「いわす」を漢字で書けば、「言わす」。つまり、「（相手

に）言わせる」という意味です。なぜこれが「痛める」と

いう意味になったのか。その変化を考えてみましょう。 

江戸時代の大阪でも「いわす」は使われていました。

意味は「相手に暴力をふるう」。困惑や降参を意味する

言葉を相手が言うように仕向けるために、度を越した

暴力 

暴力をふるうということから、この意味が派生したと考

えられます。 

しかし、やがて「いわす」は、暴力行為の結果生じる身

体的な苦痛の方に意味を変化させていったようです。

学生によると「いわす」は暴力の有無とは関係ないよう

ですから、当初の意味の面影はもはやないと言えます。 

「痛める」という意味の「いわす」を紹介している方言

集はほとんどありません。つまり、比較的新しい意味で

す。意味は変化させても、形は残す。これも方言が地域

に残っていくための処世術です。 

 

 
【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 

 

ハンドマッサージなんてし
てもらう機会がなく、うれ
しかった。（アンケートより） 

とってもかわい
くしてもらい、子
どもはうれしい、
恥ずかしそうで
した。（アンケートより） 

ミニコンサート、すごくよかったです。若い力が
あふれていてパワーをもらいました。（アンケートより） 

とても保育スタッフが多く、こどものことを気にせず 
ゆっくり交流、気持ちの整理もできました。（アンケートより）  

きれいにメイクできたし 
癒されました。（アンケートより） 

京都府 長岡京市 大阪府 堺市堺区 

   農業体験のできる公園  
 パン、ソーセージ、クラフト作り体験のほ

か、動物とのふれあいや自然を楽しめる

ひろ～い公園。 

園内のじゃぶじゃぶ池は、小さい子ども

も自由に水遊びを楽しめます。7/31 、

8/7・13～15、21,28の13：30～約 10分間、

スタッフとの水合戦イベントがあります。 

  

  
 

 

小さい子どもも安心な浅瀬の水遊び場、
じゃぶじゃぶ池。大人も一緒に楽しん
で、夏の暑さをふっとばそう！ 



会 期：7 月 5 日（火）～10 月 2 日（日） 
 10：00～17：00（金曜日は 19：00 まで） 
（入場は閉館 30 分前まで）   

 
休館日：月曜日 
（ただし 7月 18 日（月・祝）、9 月 19日（月・祝）は開館） 

 
場 所：国立国際美術館（大阪・中之島） 

（京阪電車・中之島線「渡辺橋」より  約 5 分、  
または JR 大阪環状線・阪神電車「福島」より  約 10 分） 

 
ご招待：3組 6 人（抽選）   
締 切：8 月 1 日（月）正午 
※ 当選の場合は、8 月 3日頃に、チケットを発送します。 

 

日 時：8 月 6日（土） 夜 （開場 18：00～）     
 
場 所：フィットネスクラブ コ・ス・パ塚本 第 2 駐車場 

（JR 神戸線「塚本」駅より  約 3 分） 
※ 交通規制のため、車・自転車での来場はご遠慮ください。 

 
 

会 期：6 月 18 日（土）～8 月 28 日（日） 
    9：30～17：30（土曜日は 19：00 まで） 

（入館は閉館 30 分前まで） 
 
休館日：月曜日、（ただし、7/18(月・祝)は開館）、7 月 19 日（火） 

 
場 所：神戸市立博物館 
（JR「三ノ宮」、阪急・阪神「神戸三宮」から南西へ  約 10 分） 

 
ご招待：3組 6 人（抽選）   
締 切：8 月 1 日（月）正午 
※ 当選の場合は、8 月 3日頃に、チケットを発送します。 

 

日 時：8 月 6日（土） （開場 14：15～） 
開演 15：00（お芝居約 90 分+α）      

 
場 所：ピッコロシアター大ホール（尼崎市南塚口町 3-17-8） 

（阪急神戸線「塚口」駅 南出口より  約 8 分または 
JR 宝塚線「塚口」駅 西出口より  約 5 分） 

 
演 目：『オズのオジさん やーい』 
 

 

会 期：7 月 6日（水）～9 月 5 日（月） 
※日曜日～金曜日 11：00～21：00（最終入場 20：30） 
※アートアクアリウム（11：00～17：00）/ナイトアクアリウム（17：00～） 
※土曜日及び 7/17（日）、8/11（木・祝）～8/14（日） 11：00～23：00 
                       （最終入場 22：30） 
場 所：堂島リバーフォーラム 

（阪神電車「福島」駅より  約 5 分） 
 
ご招待：3組 6 人（抽選）   
締 切：8 月 1 日（月）正午 
※ 当選の場合は、8 月 3日頃に、チケットを発送します。 

 

 

 

 

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） 

20 世紀最大の考古学発見 

特別展 「始皇帝と大兵馬俑」 

 
紀元前 221年、中国大陸を初めて統一

した「始皇帝」。自らの巨大な陵墓を造

らせ、約 8千体もの陶製の軍団「兵馬俑」

を埋めさせました。 

本展は、最新の発掘成果を採り入れな

がら、選りすぐりのものを揃え、絶対権

力者にふさわしい圧巻の造形美を示す

とともに、始皇帝が空前の規模で築き上

げた「永遠なる世界」の実像に迫ります。   

 

645年、難波遷都が行われ

た大阪の上町台地北部で

は、難波宮以前、ガラス製

品や鉄製品などの先端技術

を駆使した手工業生産の場

が拡がっていたことが、発

掘により明らかになってき

ました。 

本展覧会では、上町台地 

特別企画展 都市大阪の起源をさぐる 

難波宮前夜の王権と都市 

《兵馬俑（右から）跪射俑／軍吏俑／
将軍俑／歩兵俑／立射俑》秦始皇帝陵
博物院蔵 ©陝西省文物局・陝西省文物交
流中心・秦始皇帝陵博物院 

なにわの夏の風物詩！ 

第 28 回 なにわ淀川花火大会 夏恒例！今年もやってきました♪ 

「夏休み文楽鑑賞のつどい」   

兵庫県立ピッコロ劇団ファミリー劇場 

「オズのオジさん やーい」   

この夏も、ピッコロ劇団の 1公演を貸し切り

ました。子どもから大人まで、舞台芸術の素晴

らしさをお楽しみください。 

 

関西でも有数の規模を誇る花火大会。ご招待

スペースでゆっくり見ることができます。また、

東北の障がい者施設で作られた商品を販売す

る、東北復興支援バザーもあります。 

会 期：7 月 27 日（水）～8 月 29 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  9 階・常設展示室 

（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 1 日（月）正午 
※ 当選の場合は、8 月 3日頃に、チケットを発送します。 

重要文化財指定記念 

「間重富関係資料」 の速報展示 

北部が倭王権の拠点として発展してきた過程を示

し、都市大阪の始まりに迫ります。 

 
反射式望遠鏡 江戸時代後期  
本館蔵（羽間平安氏寄贈） 

 

ボストン美術館所蔵 

俺たちの国芳 わたしの国貞 

江戸時代の天文暦学の発展

に多大な貢献をした大坂の町

人天文学者・間重富。その関

係資料が、このほど重要文化

財指定となる予定です。 

本展では、天体の測量記録

を中心に、文書、観測機器、

地図等、天文暦学研究上、学

術的価値の高い資料群を紹介

します。  

文化・文政期から激動の幕末期、歌川一門でしのぎを

削った二人の巨匠、国芳と国貞。 

本展は、当時最大の娯楽・歌舞伎の演目になぞらえた

二幕 13 章で構成。今後 5 年間はお蔵入りする作品を展

示します。江戸の「俺たち」「わたし」が夢見た世界や、

胸躍らせた娯楽を実感してください。 

会 期：7 月 16 日（土）～8 月 29 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  6 階・特別展示室 

（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 1 日（月）正午 

※ 当選の場合は、8 月 3日頃に、チケットを発送します。 

歌川国貞「御誂三段ぼかし」「浮世伊之助」三代目岩井粂三郎、「葉哥乃新」初代河原崎権十郎、「野晒語助」四代目 
市川小團次、「夢乃市郎兵衛」五代目坂東彦三郎、「紅の甚三」二代目澤村訥升、「提婆乃仁三」初代中村福助 安政 6（1859）年   
Museum of Fine Arts, Boston. William Sturgis Bigelow Collection, 11.42194-9 Photograph © Museum of Fine Arts, Boston  

ガラス小玉鋳型 
古墳時代中期から飛鳥時代 
大阪文化財研究所保管 

ピッコロ劇場 

淀川花火 

大阪ガスグループ‘’小さな灯‘’運動事務局 
 〒541-0046 大阪市中央区平野町 4-1-2    

☎ 06-6205-4545   E‐mail：socialhp@osakagas.co.jp 
 
申込方法：往復はがきにて    ※詳細は同封のチラシをご覧ください. 
締 切：7 月 25 日（月）（当日消印有効） 

 

アートアクアリウム展 

～大阪・金魚の艶～&ナイトアクアリウム 

アクアリウムとは、熱帯魚

や珊瑚、水草、岩などを用い

て水槽の中につくる水中世界

のことです。この展覧会は、

アクアリウムとアートを融合

させたもので、今回のテーマ

は宇宙。空間全体に宇宙をイ

メージ 

4 月から、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。

どなたでも安心してご参加ください。 

日 時：7 月 26日(火)  10：30～15：00 
10：30～13：00 『Café IMONIKAI』    （同室保育） 
13：00～15：00 『避難者ピアサポート交流会』（別室保育） 

※ 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) 
 
  

保育予約締切：7 月 19日（火） 
※ 子どもの名前、年齢を 

添えて。 

※ 名前・連絡先、大体の予定時間を教えてください。 
       

問合せ・申込み：peimonikai@gmail.com    
       

メージした映像、音楽が広がり、宇宙に金魚や錦鯉が旅

立つような不思議な感覚を味わうことができます。 

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）  

 
弁護士参加 


