
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）助成金が終了しました。 

廃刊、休刊など意見がありましたが、先月より、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) 
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   関西広域避難者支援センター  
今年 6月からスタートした活動内容を、関西広域避難

者支援センター代表の青木良三さんが報告。いつでも

相談につながるよう窓口を一本化、相談の充実を目指

すとのことです。構成団体は、まるっと西日本やチームお

せっかいなどの 5 団体です。 

 

   住宅支援を考える  
西成区社会福祉協議会が、7 月 14 日に南津守福祉

会館で開催された住宅相談会について報告し、継続的

な生活を支援する必要性を訴えました。 

住宅支援の打切り問題に関して、大阪弁護士会は「原

発事故避難者への住宅支援の継続を求める要望書」を

大 
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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。 

発事故避難者への住宅支援の継続を求める要望書」を大

阪府、大阪市に提出したと報告しました。避難当事者から

は、自治体ごとではなく、関西として声をあげてほしいという

意見があがりました。支援者が当事者に寄り添う支援をし

てゆくには、当事者みなさんの声や意見が必要です。ホッと  

ネットおおさか定例会にぜひご参加ください。 
関西の紅葉の 

見頃は、例年 

11月中下旬です。 

Café IMONIKAIとピアサポート交流会の 2部校正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、思いを共有するピアサポートをします。今回は、奈良の朝守令彦弁護士が 11時以降、
参加します。 
 

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  
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  

※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：10 月 18 日（火） 
※子どもの名前、年齢を添えて。 

日 時：10 月 25 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』（同室保育） 

※ 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) 
 
 

日 時 ： 10 月 25 日（火）13：30～16：00 

場 所 ： 大阪弁護士会館 2 階 

棘に刺されたとき、じっとしていられる人はまれです。

棘の痛みを感じたら、大体はじっとしていられなくなり、

絶えず動きまわったり、何ともしがたい苦痛に心の平

安を失ったりします。まさに「いらだつ」ことになったり、「い

らいら」を感じたりするわけです。 

実は、この「いらだつ」や「いらいら」の「いら」は、棘（と

げ）を意味していました。9 世紀の辞書にも掲載され

ている、非常に古い言葉です。 

この「いら」を使った言葉に、動詞「いらつ」があります。 

16 世紀から 19 世紀くらいまで使われていて、焦るとか

気が急くことを表していました。現在は使われていませ

んが、連用形が名詞となった「いらち」は、関西で使われ

ています。 

「いらち」は、関西人の気質を表す言葉として知られ

ていますね。落ち着きがなくあわただしい人やせっかち

な人という意味です。「いら」が棘を表していたという歴

史を踏まえると、この「いらち」の意味、とても納得がいき

ますね。 

【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 

 

大阪府箕面市  

【例年の見頃】 11 月中旬～11 月下旬 
【アクセス】 京阪本線「出町柳」駅→叡山電車「貴船口」駅下車 

駅近くの箕面
温泉で汗と疲れを流
してのんびりと。 

四季折々の自然が美
しい国定公園。秋は滝
にもみじが鮮やかで
す。川沿いの「滝道」は、
舗装されており、道
中、面公園昆虫館や
カフェに食事どころ、ト
イレも点在しているの
で安心です。 

【例年の見頃】 11 月中旬～12 月初旬 
【アクセス】 阪急箕面線「箕面」駅下車 

 

京都市左京区  

京都市内より 10 度程低い、京の避暑地。美しい
紅葉を、灯篭やライトアップで夜まで楽しめます。 
 

駅改札を出てすぐの観光案内所に併設。
あったまりながら、情報を手にいれよう。 

やんちゃなおサルの群れが有名
でしたが、近年、数が減少。出会え
たらラッキーかも!? 

日没後、貴船神社までの街道
沿いや貴船川の畔が優しい
灯につつまれます。 

ライトアップされたもみじのトンネルが続く、叡山電車
の市原駅～二ノ瀬駅間は、日没後、車内灯を消して、
ゆっくり走行します。 

「滝道」をのんびり歩いて
約 1 時間、みのお大滝。 

足湯 150 円 
（タオル付き） 貴船神社は水の神様。水占

いみくじは、境内の水に浸す
と、文字が浮き出てきます。 

見るもみじと
食べるもみじ
は別品種。も
みじてんぷら
有名です。 

ホッとネットおおさかは、2 か月に 1 回大阪弁

護士会館で定例会を開催しています。8 月 31 日の

定例会は、関西広域避難者支援センター協議会と、

大阪市西成区で行われた住宅相談会を通して、住宅

支援打ち切りに関する意見交換をしました。 

年末年始に「里帰りバス」を運行します。詳細・申込方法等 

については、次号でご案内します。 
 

運行日：大阪発 2016 年12 月 29 日（木）夜 
大阪着 2017 年 1 月 3 日（火）朝 

停車地：東京駅・いわき駅・郡山駅・仙台駅 



【日 時】 毎月 1回日曜日（不定期） 10:00～16:00  
【場 所】 アンスティチュ・フランセ関西-京都 ガーデン 
【アクセス】 京阪電車「出町柳」駅、京都駅、阪急「河原町」駅 

→市バス 201系統 「京大正門前」より  すぐ 

【日 時】 毎月第 2土曜日 10:00～16:30 
【場 所】 難波神社 
【アクセス】 地下鉄「本町」駅 または 

「心斎橋」駅より  約 5分 

日本の近代産業の発展に尽

力した実業家、松方幸次郎。

上質の西洋美術作品を日本に

紹介したいと私財を投じて収

集しました。また、国外に流

出した浮世絵も購入し、日本

に里帰りさせました。 

本展は、モネ、ロートレッ

ク、ピカソ、北斎などを展示

する圧巻の展覧会です。 

日 時：10 月 29 日（土）10：00～16：00  
    ※ 体験ブースは 10：30～15：45  
 
場 所：クレオ大阪東（大阪市立男女共同参画センター 東部館）   
  JR環状線「京橋」駅南口より  約 10 分 または 
地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」駅より  約 12 分 

 
ご招待 情報紙「IMONIKAI」第 65 号を持参の方 
【福祉ハートフルケアさんりんしゃ】  

ポイントメイク&ヘアアレンジ、カラーセラピー 
【アロマケアグループれもん】 アロマハンドトリートメント 
※さんりんしゃとれもんのみが無料で、他のブースは有料です。 

 
申込み：不要（当日、本紙をご持参ください） 

  

  

【日 時】 毎月第 4土曜日 10:00～16:00 
【場 所】 大阪府営住吉公園 
【アクセス】 南海本線「住吉大社」駅または 

阪堺軌道阪堺線「住吉鳥居前」駅より  １分 

【日 時】 毎月第 4日曜日 10:00～16:00 
【場 所】 久宝寺緑地 北地区 風の広場付近 
【アクセス】 JR関西本線（大和路線）「久宝寺」駅・「加美」駅 

または近鉄大阪線「久宝寺口」駅より  約 20分  

会 期：9 月 17 日（土）～11 月 27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、9/20（火）、10/11（火） 

※ ただし 9/19（月・祝）、10/10（月・祝）は開館 
 

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：11 月 4日（金）正午 
※ 当選の場合は、11月 7 日頃に、チケットを発送します。 

 

開催期間：平成 29年 4月～平成 30 年 3月 
 
場 所：アネックスパル法円坂(大阪市教育会館) 

(地下鉄「谷町四丁目」駅・JR「森の宮」駅より  約 10 分) 
 
対 象：東日本大震災により関西に避難中の方 

 
定 員：10 人（先着順・年齢不問） 

※受講料無料 
※通学交通費 1 日 500 円支給 
 

申込み：NPO 法人 大阪府高齢者大学校 
10 月 3 日～12 月 9 日 17：00 まで 
まずはご連絡ください。  Tel : 06-6360-4400 
後日、受講生募集要項をお送りいたします。 
※詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

 
 

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） 

東日本被災者支援大学校 

平成 29 年度 受講生募集 

歴史、語学、美術、パ

ソコン、文化など 65 教

科の中から選んでじっ

くり学べる「大学校」。

今年も一年間無料で受

講できます。居住地・年

齢の制限はありません。 

松方コレクション展 

- 松方幸次郎 夢の軌跡 - 

 

トゥールーズ=ロートレック《庭に座る女》 
1891 年 オルセー美術館蔵  

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / 
distributed by AMF 

クレオフェスタ 2016 

  in クレオ大阪東 
恐竜博 2016 

   

“二大肉食恐竜”ティラノサ

ウルスとスピノサウルスをハイ

ライトに、世界中から最新の研

究成果が一堂に集まる「恐竜博

2016」。最新の全身復元骨格を日

本初公開！恐竜学者も驚いた、

びっくり恐竜が大集合します。 

会 期：2016年 9月 17 日（土） 
～ 2017年 1月 9 日（月・祝） 
10：00～17：00（入館は閉館 30 分前まで）  

休館日：なし 
 

場 所：大阪文化館・天保山（海遊館となり） 
（地下鉄中央線「大阪港」駅 1 番・2 番出口より  約 5 分） 

 
ご招待：3組 6 人（抽選）   
締 切：11 月 4日（金）正午 
※ 当選の場合は、11月 7 日頃に、チケットを発送します。 

 

  「心が折れた」「心が折れそうだ」という言葉を聞い

たことがありませんか。小さな問題でも毎日少しずつ

積み重なるとその重みに耐えられなくなってポキッと

折れてしまいます。それまでは何とか頑張ってこれた

ことも、頑張れなくなってしまいます。 

そうならないためにはどうしたらよいでしょうか。

しなやかな考え方や対応の仕方を身につければ、心は

折れにくくなります。      
 

日本産業カウンセラー協会 矢野 敏昭 

今回からは、ホッとネットおおさか

登録団体の日本産業カウンセラー協

会、矢野敏昭さんのコラムです。 

 10/27（木） 
 

10：00 ～ 
15：00 

 

人・農・食・緑がつながる 

Green Good Link !＝ぐりぐり 

人と自然に優しい地元
農産物や加工品、福祉施
設のこだわり加工品を
販売をします。 

フランス語が学べる場所で、月 1
回産地直送の旬のオーガニック野
菜や果物、雑貨などが並びます。
生演奏を聞きながら、オープンカ
フェでおしゃべりを楽しんで。 

大阪府や近郊の、こだわり有機
無農薬野菜や無添加食品、手作
り品が集まるマルシェです。 

大阪市中央区 

大阪市住之江区 大阪府八尾市 

京都市左京区 

育てる人、料理（加工）する人、食する人、皆の
こころがつながるマルシェを目指しています。 

土と心を耕して、 

みんな幸せに 

身体と環境にいいもの、 

手作りのあったかいもの大集合  

生演奏も楽しめるマルシェ 

ダンスなどの発表会や、野菜・

バザー、クラフト体験など…入場

無料で、子どもから大人まで一日

楽しめるおまつりです。メイクと

カラーセラピー、ハンドマッサー

ジの体験ブースのご招待です。 

 

 

お菓子などの販売、 

販売します。 

マルシェとは、フランス語で、街角に立つ市場のこと。 
人々の生活の糧になっています。関西にも、自然によりそう 

農法で作られた安全なものを扱っているマルシェがあります。新 
鮮な地元農産物（野菜や果物）や加工品（パン、お菓子、ジュース）
のほか、お花や手作り雑貨などが並びます。作り手が直接売って 
いるので、会話をしながらお買い物を楽しんでください。 

※テイクアウトもあるので、マイ食器、エコバック 
持参のご協力を。 


