モモスケジュール 8月

最新の行事予定はHPからhttp;//momo-family.org

○モモshop
モモが開いてる日は、いつでもオープンしています。
モモの仲間の商品、オススメの食品や生活雑貨を多数揃えています♪
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服の上からできるネパール棒灸
（20分1000円）
鍼灸治療
（60分3000円）
※要予約
【問合せ・申込】
090-1141-5641（芦井）
s.ashii@ezweb.ne.jp
(パソコンからは届きません)

8/11～8/18
モモスタッフのお盆休みです

一万年、語り継がれたネイティブアメリカンの
口承史を読む会。読みあわせし、情景を感じ
取りながら進めています。
深く偉大な知恵に触れる時間。
1回だけの参加も歓迎します。
【進行役】鹿島さゆり
【参加費】会員 300円/一般 500円
＊おむすび１個100円で販売してます
【申込】090-6482-3201 (鹿島さゆり)

8/17 (木) 19:00～20:00
8/27（日）13:00～15:00(開場12：30)
民映研（大阪上映会）
「うつわ」
わたしたちが日常使用している食器の源流と
その展開を求めて、北海道から沖縄まで日本
各地を訪ねる。映像による「食器文化」探訪記。
【前売り】１２００円／当日１５００円(定員２０名
【申し込み】min.eiken.osaka@ gmail.com
※件名に 「うつわ」と明記の上、
お名前・人数・連絡先をお知らせください。

8/7（日）17:30~21:00
満月の宵〇
モモの家で、満月の前日に夜カフェを開きます☆
お酒も飲めます○
出店やライヴ出演があります。
マルシェのような雰囲気です☆お氣軽にどうぞ！
【参加費】：ドネーション＋cafeでのワンオーダー以上
※ライヴは投げ銭です。
詳細 Facebookイベントページ¨満月の宵○¨
hibikiaimaka@gmail.com

8/26 (土) 11:00～15:00（10:50～受付開始）
『モモとこどものいちにち
¨流しそうめんとスイカ割りとっ♪¨』
久しぶりのこどものいちにちはっ♪
夏の風物詩¨流しそうめん¨、そして¨スイカ割り¨もします！
そうめん以外に流したい食べもの持参OK！
そして、村の鎮守さんの紙芝居もありますよ～◎
【参加費】：おとな800円/こども500円
（参加予約 要8月22日までに。 ）
【問合せ・申込】
Facebookページ『モモとこどものいちにち』
momotokodomo100@gmail.com

8/15 (火) 19:00～21:00
読書会「一万年の旅路」

(はぷとまいむワーク)

(休)木曜ランチ
(休)モモカフェ
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8/ 9 (水) 13:00～18:00（受付終了時間）
鍼灸治療室

8/ 8 (火) 11:00～16：00
無農薬大豆と天然糀と麻炭で
おいしい手前味噌をつくろう！＠かえるカフェ
朝８時から庭で薪で大豆炊きしてます（自由参加）
11時～12時 お話（放射能対策など、味噌の効能の話、作り方など）
12時～13時 昼食（カンパ制）
13時～15時 作業
15時～16時 シェアリング/片付け
【受講料】
1500円+1500円/㎏
（リピーターは受講料500円引き・避難者・障がい者1000円引き）
【講師】：冨田貴史（冨貴工房）
申し込み 080-1522-9817(松村） office@momo-family.org
＊みんなで作ってそれぞれ持ち帰ります。
ほしいお味噌の量をお伝えください

8/ 8 (火) 19:00～21：30
しえんほうカフェ
「原発事故・子ども被災者支援法」
しえんほうってなんだろう？
ゆっくり、じっくり、改めてイチからおさらいしてゆきます。
ひとりひとりの理解のペース、感じていること、思っている
ことを大切にするお茶会です。
【参加費】 （一般）800円 ※できれば事前に連絡お願いします。
【お問合せ・申し込み先】
06-6337-8330 / office@momo-family.org（モモの家）

「Hamptmai-m(はぷとまいむワーク)」
Hamptmai-mとは、
みずからなにかとつながるという造語。
どんな表現をしていこうと、すべての始まりは體(からだ)。
感じあえる體であるためのワークショップ
【料金】1000円
【問い合わせ】
090-3868-6507 / hamptmaim@gmail.com (清水章代)

8/23 (水) 13:00～18:00（受付終了時間17:00）
ハンドトリートメント in モモ
アーユルヴェーダちっくなハンドトリートメントはいかが？
ご自身の体質を簡単にチェックさせて
頂き、それにあわせたマッサージオイルを使って
丁寧にトリートメントしまあす☆
【参加費】700円 ＋カフェでワンオーダー
※施術料：10分～15分で700円（体質チェック付き）
◆アーユルヴェーダの万能美容オイル「美らさ～なや」での
トリートメントを実施中！！（セサミオイルのみだと500円です）。
【予約・問合せ】
shanshankotokoto@yahoo.co.jp
(あんて☆ドゥ☆しゃんこと）

8/31 (木) 13:00～16:30（受付終了時間）
ゆるめる時間
●ibマッピングは潜在意識を言語に
置き換えるコミュニケーションツールで、
ココロの整理術です。
（６０分）
【参加費】無料
（ワンドリンクオーダーお願いします）
●五感ふみふみ
足で踏んで全身のリンパの流れをよくするケアです。
60分施術のみ5色のカードから色を選んで頂きそれに対応し
た香りにてヘッドマッサージさせて頂きます。
【料金】ふみふみのみ・・30分無料
（ワンドリンクオーダーお願いします）
五感ふみふみ・・60分3.000円
※柔らかい生地のズボンをおもち下さい
※いずれも要予約
注）ibマッピング、30分ふみふみの無料セッションは1日のうち
どちらかおひとつとさせて頂きます。
【お問合せ・申し込み先】
shoko.5775@i.softbank.jp （やまぐち しょうこ）

8/31 (木) 19:00～21:00
（受付開始時間：18:30）

おきなわ茶会
「沖縄を訪ねたメンバーより、米軍基地建設が
強行されている辺野古の近況を報告します。
また、沖縄の新聞記事を読み合い、感じたことなど
ゆんたく（おしゃべりしましょう。」
【参加費】 500円+カフェでオーダー
【お問合せ・申し込み先】
090-9043-0791 / chstyshd@gmail.com（よしだ）

7/27（木）19:00~
モモクリ(運営会議)
モモをいっしょに作りたい方、
ご参加お待ちしています♪

つながりのなかで

Weekly モモの家

毎週 水曜日

手仕事カフェ

(※今月第3週目はどちらもお休みです)

12:00-18:00

まなび

あそぶ

モモの家のスケジュール

（17：00ラストオーダー）

糸つむぎ・針しごと・絵を描いたりする人もいます。
ただただお茶するだけでもＯＫ。おむすび・味噌汁・手作りケーキあります。

8

野菜市

12:00モモの仲間たちの作った美味しい地場野菜、
農薬を使わないお茶・梅干などが並びます。

毎週 木曜日

はたらき

August
2017

※今月第3週目は木曜ランチ・モモカフェがお休み
第5週目はコスモクロスがお休みです

コスモクロス

10:30-12:00
二人組みになってかけあう合気体操です。関西いろんな所で受けられます。

木曜ランチ【予約制】

12:30に、「いただきま～す♪」
モモの料理自慢たちが作る野菜中心のお料理(〜1000円)
予約先： 080-3789-2722 hetima72621@ezweb.ne.jp（やまね）

モモカフェ

14:00-18:00 （17：00ラストオーダー）
自家焙煎の美味しいコーヒーなどの飲み物と手作りケーキのカフェ。
野菜市もやってるよ

てくてく，ぽくぽく

モモの家アクセスマップ

MOMO モモの家
〒５６４−００４１
大阪府吹田市泉町５−１−１８
TEL&FAX

０６−６３３７−８３３０

mail: office@momo-family.org
※都合によりイベント内容の変更や追加がございます．

毎月第２火曜日

かえるカフェ

11:00-16:00
東日本大震災で避難してこられたみなさん。そして心をよせる関西のみなさん
ほっとして 出会って 語りあって つながろう。草木染や手仕事などもやってます。
飲み物 300円 Menu ： デトックス茶 有機栽培コーヒー 黒煎り玄米コーヒー など
＊避難者さんは交通費半額補助します。※ゴハン食べる人はれんらくしてね♪

詳しくはホームページをご覧ください．

http://momo-family.org

モモの家は会員のみなさんのはたらきと会費によって運営
されています。月１発行のモモだよりの年間購読して下さる方や、
モモの家を応援して下さる正会員さんの募集をしています。
●年間購読4,000円、●正会員10,000（１口）などあります♪
ゆうちょ銀行 〇九九（099）ゼロキュウキュウ店
当座0191671名義:モモの家

