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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．  

 詳しくはホームページをご覧ください． 

http://momo-family.org 

モモの家アクセスマップ 

阪急吹田駅から歩いて５分 ＪＲ吹田駅から歩いて１２分 
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 MOMO 運営会議 2/7 (火) 19:00~

  モモを一緒に作りたい方、参加お待ちしています 

 

 モモだより発送作業 

  2 月下旬に発送予定です．お手伝い募集中♪ 

Weekly モモの家 
モモの家、オープンしてます 

モモの家の運営行事 
モモの心臓、といってもいい． 

野菜市 14:00-                
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、お豆などが並びます 

 
手仕事カフェ 14:00-17:00 
お茶を飲みながら手仕事しましょう お茶だけもＯＫ 

コスモクロス 10:30-12:00     

二人組になってする合気体操です。身体をほぐしましょう。

初回は無料です。 

木曜ランチ【予約制】  12:30-        
モモの料理自慢たちが作る、野菜中心のお料理やボリュ

ームたっぷりのお弁当など。（１０００円） 

野菜市・モモカフェ  14:00-                
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、お豆などが並びます。自家焙煎が

 

☆ 関西びわこ集会＆デモ 
  2 月 4日（土） 13 時～16 時 ＠ピアザ淡海（おうみ）ピアザホール  

  資料代 500 円。16 時 20 分からデモ 

  問合せ：美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会  

 06-6367-6580 

☆ コミキャンそら市 （野菜市／手作り市） 
  2/24（金）11:00-14:00  阪急吹田駅から南に徒歩 5 分  
  簡易裁判所の交差点西に曲がってすぐ 

モモの仲間たちのイベント 



 

モモの家のスケジュール 2 
ひだまりの縁側で、鬼はそと~福はうち~♪ 
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モモの家のイベント 
最新の行事予定は HPから

http;//momo-family.org 

 つながりから生まれ、つながりを紡ぎだす 

 

土

 お話会「チェルノブイリの25年と 

これからのフクシマ•私たちの暮らし」 

主に(月)(火) リュミエルの 
 

2/20 (月) 12:00-18:00 
 青空美容室 

2/9 (木) 13:30-15:30 
 ねんどクリーム作りの会 

2/21（火）19:00-21:00 
 一万年の旅路読書会 

2/16（木） 13:30-16:30
 糸つむぎ講習会 

アロマでリンパを流しデトックスしましょ

う！！日時はご都合に合わせますの

で、お問い合わせください。 

【料金】 会員 3000 円/一般 3500 円  

 ＊初回 500 円引き 

【予約】  

ねんどは肌にも、地球にも優しいスキンケ

ア素材。しっとりすべすべ、美肌クリーム

を作りませんか？ 

【参加費】  300 円(持ち帰り用 20g 付、 

             無料ハンドマッサージ体験有） 

】 vipura@jn3.so-net.ne.jp（前田）

お手入れラクチン あなたに似合う髪型

スタイルを提案します。モモの縁側での

んびりきもちよ～くカットしてもらいましょ

う。 

【料金】 3000 円(カット) 

【予約】 ０８０-６１２１-６７５６(みかりん) 

一万年間語り継がれたネイティブアメリカ

の口承史の読書会。皆で読みシェアしあ

いながら、気付きを学びの場にしていき

ます。【進行役】鹿島さゆり 

【参加費】会員 300 円／一般 500 円 

      ※おむすびあります 1個 100 円 

【予約】 ０９０－６４８２－３２０１（鹿島） 

糸ぐるまをつかって綿を糸に紡ぐ講習会

です。できた糸で染をして機で織り、ス

カーフなどを作ったりもできます。どなた

でもぜひ体験してね！【講師】大石尚子  

【参加費】 初回 3500 円（2 回目~会員

2500 円/一般 3500 円）  

【予約】モモの家  

ツアーコーディネーター（東京と群馬在住）をしている友人が、10月に福島の方

を引率して、チェルノブイリを訪問した旅のレポートです。 

【参加費】  1000 円（愛のインドスパイスお夜食付） 【定員】30 名 

【予約】 20120225to26@gmail.com, 090-4713-7668（出来るだけメール。筒井） 

 

毎月一回のペースで東北を訪問している宇野田さん。いろいろな人たちとの出会

い、そこで見たことや、聞いたこと、感じたことを伝えます。皆さんと一緒に考えた

り行動したりできればと願っています。  【参加費】 カンパ制    

【予約】 モモの家 

土）

』

※１部、２部、両方参加で 500 円割引 

♦第１部♦「クレイファンデーション&チーク

作り」11:00～12:30 

母なる大地のエネルギークレイセラピーで毎

日の健やかとキレイの秘訣をお伝えします。

フランス産クレイで つくるファンデーションや

チークでナチュラル美人を目指しましょう☆ 

【参加費】 3000 縁 

【持ち物】足浴用洗面器&タオル 

♦第 2部♦「月経美人になりましょう～体

の中から美しく」 14:00～16:00  『月経血

コントロール』 （トイレで月経血を排泄する

こと）布ナプキン と月経血コントロールをマ

スターしてプチ不調にサヨナラしましょう！

【参加費】2500 縁(高校生以下半額) 

【講師】 ひらやませいこ 

【予約】 モモの家 

 

【料金】 1000 円 

   (アイヌ夕食付)  

【予約】 モモの家 

2/11（土・祝） 
13:00-20:00 
若者会議  
アイヌ DAY 

毎週木曜日の予約ランチが、みんなの持ち

寄りスペシャルバージョンで登場。スパイスを

まぶした野菜の蒸し煮「サブジ」が食べたい

人、集まれ~！一品持ち寄りで 300 円、持ち

寄りなしの人は 800 円。【予約】 モモの家 

木）12:30-

2/1 (水) 19:00-21:00 
発電ミーティング 

エネルギーは自給＆ローカルで行く！

帰ってきた発電ミーティングで、情報の

シェアリングと、今年の発電計画をたて

ましょう。初めての方も大歓迎です。 

【参加費】  カンパ制 持ち寄り歓迎 

】 ０９０－９７６９－２６２８（ヨウ）

毎月恒例の糸田川そうじは 10:45 モモの家

集合。長靴・タオル・軍手持参。 

午後は、屋根そうじもやります！いままで知

らなかったモモの家の魅力を発見できるか

も？予約不要。 

日）11:00-

モモの家のイベント 


