
編集後記      本紙のカラー印刷をまかなっていたボラサポ

（災害ボランティア・NPO 活動サポート募金）助成金が終了します。 

廃刊、休刊など意見がありましたが、白黒印刷で続けることになりました。

これから、みなさんにとってどのような情報が必要でしょうか？ 

ご意見お待ちしています。 

（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) 

                                                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６４号：平成２８年１０月  

 

あかほし 

 

問合せ 

申込み 

☆本紙は毎月 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。 

  「壊れかけた原発のそばにまだ帰りたくない」  
閉廷後、弁護士会館に移動し、避難者、支援者が報告

集会へ出席しました。関西だけでなく、東京、富山から

駆けつけた原告避難者もおり、「ここへ来て、ひとりじゃ

ない」と思って元気が出たと話す人もいました。 

無償住宅支援の継続を望む声もありました。 

福島から東京に母子避難してきたという小学生の男の

子。慣れない都会の生活、なまりをからかわれ、体を壊

して学校に行けなくなり辛かったそうです。でも、それ

より辛いのは、せっかく馴染んだ今の家を出て行かなく

てはならないことだといいます。「まだ僕らは壊れかけた

原発のそばに帰りたくない。」福島県民健康調査の 2巡目

でがんが多く見つかったことについても、僕達もいつか

そうなってしまうかもしれないと心配します。「大丈夫だ

関西では話し相手を「自分」と呼ぶことがあります。

だから、「自分、どう思う？」と言うのは、独り言ではなく

相手に意見を尋ねていることになります。 

「自分」は自分自身のことを意味する言葉として、室

町時代の中頃から使われていました。でも、関西では一

人称（自身のことを呼ぶ言い方）だけでなく、二人称

（相手のことを呼ぶ言い方）としても使います。その

理由はよくわかりません。たとえば、名前のわからない

男の子に向かって「ぼく（僕）、どうしたの？」 

 共通語でも、一人称で使う言葉を二人称として

使うことはあります。全 

男の子に向かって「ぼく（僕）、どうしたの？」と言うこ

とがありますよね。これは呼び方のわからない相手との

心理的な距離を瞬時に縮めることを目的とした言い

方です。 

関西で使われる二人称としての「自分」にも、話し相

手との心理的な距離を縮めたいという話し手側のねら

いがあります。共通語の「自分」の意味にとらわれている

と戸惑うかもしれませんが、関西で「自分」と呼ばれた

ら、それは親愛や友好の表れだと理解してください。 

【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 

 

   津波は予測できた  
 IAEA（国際原子力機構）の報告書には、

日本の地震想定手法が国際安全基準に適合

していないと明記されています。誤った手法で

過小評価された地震規模。国際基準に適合し

た手法で十分に検討していれば、福島第一原

子力発電所を襲った津波を予測できたと述べ

ました。 

関西の避難者 180世帯（大阪 88世帯、京都 58世帯、

兵庫 34 世帯）が原告となっている原発賠償関西訴訟。

その第 10 回口頭弁論が、8 月 4 日、大阪地方裁判所で

ありました。強い日差しが照りつける猛暑日にもかかわ

らず、142人が傍聴希望の列に並び、抽選となりました。 

被告側（国・東京電力）は、書類の提出のみで発言な

く、原告側は、避難者 1人と、弁護士 2人が低線量被ば

くと津波予測について、意見陳述を行いました。 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避難者交流会。 

午前中は気軽なおしゃべり、支援者・ボランティアも自由に参加します。午後からは避難者

と弁護士のみで、頑張っていることや悩み・思いを共有するピアサポートをします。 

※ 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    
       

 
保育予約締切：9 月 20 日（火） 
※ 子どもの名前、年齢を添えて。 

日 時：9 月 27 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。 
※ 途中参加、途中退室は自由です。 

 
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) 
 
 

「Café IMONIKAI」という名前は、当初、東北の「芋煮

会」のような場になればという思いからつけられたそうで

すが、今は、東北より関東からの避難者が多く参加して

います。母子避難者が中心ですが、独身男性避難者の

スタッフもおり、ひと味違う交流の場です。 

来たメンバーによって、毎回話の中身は変わります。こ

どもの新入学、ドキドキしながら学校に、給食ではなく、「お

弁当にしたい」と話しにいった人、「住宅支援打ち切り撤

回を求める」交渉に参加した人、講演で避難経験を話し

た人。避難元・避難の形態・年齢・悩み事の種類…状況は

人それぞれですが、孤立感を感じている人にこそきてほ

しいとスタッフ一同願っています。  
ドーン避難者ピアサポートの会 スタッフ 竹井 恭子 

 福島第一原子力発電所から 60km の場所に

住んでいた女性。原発事故後、毎日腹痛を伴わな

い下痢に悩まされ避難を考えますが、家族の心

情を思い、口にできなかったそうです。しかし、長女

も腹痛を訴え、母子二人で避難。ただ、安全な場

所で子どもを育て、暮らしたいと選んだ避難生活。

勝手に逃げた人と目を逸らすのではなく、避難の

権利、被ばくをしない権利を認めてほしいと話しま

した。 

   10 年で 100mSv＝1 日で 100mSv  
 福島県民健康調査では、多くの甲状腺がんが

見つかりましたが、原発事故との因果関係は否

定されています。それに対し、わずかな量を時間

をかけて被ばく（低線量率被ばく）しても、全量

を一度に被ばく（高線量率被ばく）しても、線量

が同じであれば発ガンリスクは変わらないとする

崎山比早子医学博士の意見書を説明。科学的

観点から考えても、被ばくから逃れるための避難

は当然のことだと述べました。 
 

ない」と思い、元気が出たと話していました。 

無償住宅支援の継続を望む声もありました。 

福島から東京に母子避難してきたという小学生の男

の子。慣れない都会の生活、なまりをからかわれ、学校

に行けなくなり辛かったそうです。でも、それより辛い

のは、今の家を出て行かなくてはならないことだと言い

ます。福島県民健康調査でがんが多く見つかったことに

ついても、「大丈夫だよ、絶対ガンにはならないよと誰

も言ってくれない。僕達もいつかそうなってしまうかも

しれない」と心配します。今日聞いたことを他の人にも

伝えてほしいと大きな声で訴えました。 

全国各地で行われている原発賠償訴訟ですが、来年、

年明けから順次判決が出るそうです。 

弁護士会館での報告集会のようす 

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）       大阪市ボランティア・市民活動センター  



女性の職業画家がまだ少なかった時代、困難を乗り越え

画家となる意思を貫いたメアリー・カサット。軽やかな筆

遣いと明るい色彩で身近な女性たちの日常を描き、独自の

画風を確立しました。展覧会では、カサットの代表作に加

え、交流のあった画家達の作品、画家が愛した日本の浮世

絵版画などもあわせて約 100点を展観。愛にあふれるカサ

ット芸術の真髄をお楽しみください。 

日 時：11月 5 日（土）14：30～15：00（コンサート本番）     
 
場 所：フェスティバルホール  
  京阪中之島線「渡辺橋」駅下車 12 番出口直結 または 

地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅下車 4番出口直結 
 

対象者：3.11 避難者の子ども達 
 
練 習：各自宅にて。 

※ 申込後、練習に必要な書類等をお渡しします。 
 
申込み：東日本震災避難者の会 Thanks&Dream 

  sandori2014@gmail.com 
 

中之島からの新しい文化
発信と、東日本大震災の被災地支援を柱に、2014 年から
開催。寄付を募って被災地にピアノを寄贈しました。 

 

 

 

会 期：10 月 8 日(土)～11 日(火) / 14 日(金)～17日(月) 
   10：00～18：00（公園入園は 16：30 まで） 
 
場 所：万博記念公園 東の広場 
（大阪モノレール「万博記念公園」駅より  10 分） 

 
※別途、以下の公園入園料が必要です。 

公園入園料：大人（高校生以上）：250 円 
      小中学生：70 円   
ご招待：3組 6 人（抽選）   
締 切：10 月 3 日（月）正午 
※ 当選の場合は、10 月 5 日頃に、チケットを発送します。 

 

乳歯保存ネットワークに

よると、カルシウムによく似

た放射性物質ストロンチウ

ム 90は、空気や食べ物から

体内に入ると骨や歯に蓄

積され、一生出ていかない

そうです。そのため、内部被

ばくの貴重な証拠試料に

なるとのこと。また、お母さ

んのお腹の中にいる赤ちゃ

んの乳歯にも、母体を介し

て蓄積されます。 
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会 期：9 月 27日（火）～12 月 4日（日） 
 9：30～17：00 （入館は閉館 30 分前まで）   

 
休館日：月曜日および 10 月 11 日（火） 

※ ただし 10 月 10 日（月・祝）は開館 
 

場 所：京都国立近代美術館（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：10 月 3 日（月）正午 
※ 当選の場合は、10 月 5 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） 

会 期：10 月 5 日（水）～11 月 14 日（月） 
      9：30～17：00 
※会期中金曜日は 20：00 まで（ただし、11/11を除く） 
※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：10 月 3 日（月）正午 
※ 当選の場合は、10 月 5 日頃に、チケットを発送します。 

特集展示  関西大学創立 130 周年記念 

関西大学蔵 本山コレクションの精華 

 玦（けつ）状耳飾 
（大阪府藤井寺市国府遺跡：重要文化財）

 縄文時代前期  
関西大学博物館蔵 

本山コレクションは、明治

後半から昭和初期まで大阪毎

日新聞社長を務めた本山彦一

が収集したもので、19,000点

に及びます。これまで学外で

は個別にしか展示されること

のなかった、重要文化財を含

む考古学資料が、初めて学外

で一堂に展示されます。 

画風を確立しました。 

展覧会では、代表作に加え、カ

サットが愛した日本の浮世絵版

画、交流のあった画家達の作品な

どあわせて約 100点を展観。愛に

あふれるカサット芸術の真髄を

お楽しみください。 

 

母子像の画家、35 年ぶりの回顧展 

「メアリー・カサット展」  

《母の愛撫》1896 年頃 油彩、カンヴァス 38.1×54.0cm   
フィラデルフィア美術館蔵  

Courtesy of the Philadelphia Museum of Art,  
Bequest of Aaron E. Carpenter, 1970 

大気圏核実験が南太

平洋で盛んに行われてい

た 1950年代から 60年代、

日本でも、気流に乗って

飛んできた放射性物質

を乳歯で測定していまし

た。しかし、福島の原発事

故後は、人に対する調査

はほとんど行われていな

いそうです。 

乳歯保存ネットワーク

は、スイスの研究所の好

意で、今まで 200 本余の

乳歯予備検査を行い、今

後は 

歌で伝えよう つながろう 

音楽隊メンバー 募集！ 

中之島のフェスティバルホール1

階の大階段を舞台に、高校の吹奏

楽部、合唱部と一緒にコンサートを

しませんか？練習は、それぞれの

お家で。本番は 11月 5日です。 

 大階段でのコンサートのようす  
 

大妖怪展 

  土偶から妖怪ウォッチまで 

日本人が古くから抱いてきた、異界

への畏れや身近なものを慈しむ心が造

形化された妖怪。本展では、縄文時代

から江戸の化け物、そして現代の妖怪

ウォッチまで、4000年の妖怪たちが大

集合！一級の美術品を数多く含み、日

本人が表現していた妖怪の全てがわか

る、“妖怪展の決定版”です。 

会 期：9 月 10 日（土）～11 月 6 日（日） 
火～金/10：00～20：00（入館は閉館 30 分前まで） 

  月土日祝/10：00～18：00（     〃     ） 
 
休館日：9 月 12 日（月）、10 月 11 日（火）・17 日（月） 

 
場 所：あべのハルカス美術館（あべのハルカス 16F） 
（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：10 月 3 日（月）正午 
※ 当選の場合は、10 月 5 日頃に、チケットを発送します。 

 

日本最大級・8 日間のフードフェスティバル  

「まんパク in 万博 2016」 

 
まんパクとは「満腹博覧会」の

略称で、日本全国から“秋の旨い

もん”が集まる食の祭典。今年は、

海鮮、肉料理、ラーメン、スイー

ツなど 9ジャンルから約 80店舗

が登場。そのうち約 30店舗は初

出店です。爽やかな秋空のもと、

食欲の秋を満喫しましょう！ 

6 

乳歯保存ネットワークが配布している
リーフレット（上）と、記録カード（下） 

後は、日本国内に測定所をつくる計画をしています。

測定結果は、子どものいのちと健康を守り、これ以上

被ばくをさせない、「移住の権利」を保障するよう病

気の予防と提言に役立てたいとしています。放射線

の影響の有無がわかるように、一地域だけでなく、比

較対照を含め全国のデータを必要としています。 

乳歯保存ネットワーク 
Preserving Deciduous Teeth Network （PDTN） 
 
メール：pdmn311@gmail.com 

ホームページ：http://pdn311.town-web.net/ 

東京電力福島第一原発事故による子どもへの影響を調べようと、抜けた乳歯の保存を呼びかけている「乳歯保

存ネットワーク」。2015年秋に岐阜県で発足、岐阜や愛知の医師、研究者などが共同代表を務める市民団体です。

避難当事者、支援団体、医師、科学者、弁護士、ジャーナリストなど国内外の賛同を得ています。2016 年 5 月

のホッとネットおおさか交流会でも、災害避難者の人権ネットワークが資料を配布、乳歯保存を呼びかけました。 


