8月のみ、
7日（火）です！

火曜日
かえるカフェ

8月１５．２２日
お休みです！

つながりのなかで

手仕事カフェ

12:00-18:00
（17：00ラ スト オーダー）

11:00-16:00 ※毎月第二火曜日です。

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
出会って、おしゃべりして、ほっとしてつながりましょう。手仕事などもやってい
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。※お昼ご飯食べる人
はれんらくしてね♪
※8月は
[連絡先]y48umiko@docomo.ne.jp

(仮)しごと場プロジェクト11:00～17:00

毎週 水曜日

お休みです。

はたらき

まなび

あそぶ

モモの家のスケジュール

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。
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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。

August
2018

【カフェ/野菜市連絡先】080-3789-2722

/ hetima72621@ezweb.ne.jp（やまね）

子どもがいたり、心身が不安定だったり、スピード社会や管理社会に違和感が
あったり…そんな誰もが自分らしく働ける場所を作っていこう！
自分の仕事の持ち込みもOK！
○お昼ごはん、お茶付き (おかずやオヤツの差入れ歓迎♪)
◯当面の仕事 : 布ナプキン、浴衣の部分縫い・オリジナル商品開発・庭しご
と・
ごはん作り・掃除…など 色々あります。
※お仕事も募集してます！
◯参加費：大人1000円こども300円
(今はほんの少しですが、それぞれの働きに応じてお駄賃が返ってきますよ。)

毎週 木曜日

8月１6日
お休みです！

モ モ の家ア ク セス マ ッ プ

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
【連絡先】（やまね）※木曜ランチと同じです��

MOMO モモの家
〒５ ６ ４ −０ ０ ４ １
大阪府吹田市泉町５ −１ −１ ８
TEL&FAX ０ ６ −６ ３ ３ ７ −８ ３ ３ ０
mai l : offi ce@momo-fami l y. 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://m om o-fam ily.org

モモスケジュール 8月
日
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『モモとこどものいちにち
”夏だ！流しそうめんだ♪ 竹の器も作ろう♪”』
●新月

17

一万年の旅路

27

28

23 処暑
コスモクロス
木曜ランチ
モモカフェ
健康講座&
プチ体験

29
手しごとカフェ
野菜市
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コスモクロス
木曜ランチ
モモカフェ
ゆるめる時間

7/27 (月)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♪

8/1 (水)10:00～15:00【受付開始時間9:30】
「夏の発酵染め」
それぞれが、繋がりたい野草を摘んで、みんなで混ぜて発酵させ、
ゆっくりと染めます。
夏の恵みの色や香りや力を纏ってみよう
【参加費+カレーランチ】
会員4000円/（親子セット 5000円
子ども（小学生まで）追加 一人2000円
※夏休み特別プランで子どもは１人１枚ハンカチついてます◯

【材料費】（いずれも下染め済み。）
・無農薬綿、和紡布タオル/１５００円
・無農薬綿ふんどしパンツ/２０００円
・無農薬綿Tシャツ
/５０００円
※材料を持ち込みする場合
綿、麻、シルクが染まります。
（下染めが必要、お問い合わせください。染料の量があるので、
枚数は、みなさまで譲りあって染めていただけると嬉しいです。)

【参加定員】 おとな１０名/こどもは何人でもwelcome＊
【持ち物】
・汚れてもいい服装・染料をいれるペットボトル
・朝、摘んできた氣になるつながりたい野草など・すり鉢、すりこぎ、
包丁、まな板（ある人）
・しゅわさかさん（ある人）
【お問合せ・申し込み先】 要予約
negi工房／山口由宇香 yuuka.negi.1215@gmail.com

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)

夏の゛こどものいちにちは゛みんな大好き♪ひんやり流しそうめん☆
竹で器を作ってそうめんを食べよう！(別料金)
みんなで楽しもう♪

新月の宴
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コスモクロス
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8/21 (火)19:00～21:00
読書会「一万年の旅路」

8/12 (日) 10:00~14:00

【料金】おとな800円 / こども500円(2歳以上) ※ws代 別途 200円
【問合せ・申込】
Facebookページ『モモとこどものいちにち 』
momotokodomo100@gmail.com
◆8/7締切。最低催行人数に満たない場合は中止になります。

※モモカフェ、
ランチはお休みです
※手しごとカフェ、
野菜市はお休みです。
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○満月

10

8
手しごとカフェ
野菜市
「いとといろ」

ホメオパシー
ってなあに？

「ＺＡＮ」上映＆
川口真由美さんライブ

26

○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♪

火

かえるカフェ

12

最新の行事予定は HPから http;//m om o-fam ily.org

8/23 (木)14:00～17:00（受付開始13:45～）
健康講座&プチ体験「背骨と健康の関係」
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25

宿題会
みんなのおうち

31

8/12(日)、8/15(水) 両日とも13:00～16:00
ホメオパシーってなぁに？
ドイツ生まれの自然医療のホメオパシー。
副作用もなく、安心してご自身やご家族の
ケアに使えるホメオパシーの基本を、丁寧にお伝え致します。
【参加費】3000円 / 割引チケットも使えます。＜資料付き＞
【予約申込み】080-6121-6756 / fuwafuwa444mika@gmail.com
イイダミカ

8/8 (水)13 :00 ～15:00
『いとといろ ダーニング編』
靴下の穴！セーターの虫食い！
などの繕い物◯カラフルな刺繍糸を中心
に草木染めした糸もご用意します＊
いとといろdeあそびましょう◯

【参加費】 500 円
【参加定員】定員6名様 ※予約優先(当日参加可能)
【お問合せ・申し込み先】
田上千里
080-3786-874 / hearty-smile.0414@i.softbank.jp

8/19 (日)13：30 ～20：30(受付開始時間)13：00
NUCHI GUSUI（ぬちぐすい)
「ＺＡＮ ジュゴンが姿を見せるとき」上映
＆川口真由美さんライブ
第1部13：30～ / 第2部17：30～ (※第１部と同じ時間配分のタイムスケジュールです)

13：30 あいさつ＆簡単な辺野古の現状紹介
13：40 1回目の上映 73分
14：55 1回目真由美さんライブ
16：00 質問、感想交流など
16：30 休憩
【参加費】一般1200円（事前申し込み1000円） / 中学生以下、その他割引あり
【参加定員】80名 (1部40名ずつ)
※前日までにご予約ください。
【お問合せ・申し込み先】
やまね（山根富貴子）
8/11 (土)18:00～22:00
090-3872-8701 / savethedugongcampaigncenter@gmail.com
「新月の宵●」
→Facebook
「NUCHI GUSUI 映画「ZAN」上映＆川口真由美ライブ」で検索
新月●日食の新月の夜に夜カフェを開きます♪お
酒も飲めます☆
guest musicianはErinaさん♪
ピアノやピアニカでの演奏です☆素敵な日となるでせう○
どなたさまもぜひ遊びに来てくださいね！
響き愛∞まか∞もMIOさんが共演です☆
【参加費】cafeツワブキでワンオーダー以上
＋ハートマネー(ドネーション)
【問合せ・申込】
facebookページ『満月の宵○』/ hibikiai8maka8@gmail.com

【参加費】 ２０００円
【持ち物】
・繕いたいもの
・まぁるいもの（電球やガチャポンのケースなど）
・糸（あれば）
【お問合せ・申し込み先】要予約
のこ kotukotu.to.zi0n717@gmail.com

カイロプラクティックの視点から背骨が健康と
どう関係しているのか、
何故背骨が歪むといけないのか、のお話をさせて頂き、
そのあと簡単な歪みチェックと整える体験をして頂きます。
お気軽にご参加ください。

8/24 (金) 15:00～20:00（受付開始は14：30～）
みんなのおうち 夏休みスペシャル
一つの大家族のように、一緒にBBQしたり
野菜を収穫したり、夏休みを楽しみましょう！
お酒や食べ物の持ち込み大歓迎です^ ^
※途中参加退席OK
夏休みの宿題が終わってない子は持ってきてねー！
【参加費】 （会員）1000円 / （一般） 1000円 / 子どもは無料
【参加定員】 25名
参加予約 要予約（ 3日前までに）
【お問合せ・申し込み先】
宗信敬子 / 0122keiko@gmail.com

8/30 (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
ココロの整理術です。（６０分）
【参加費】 無料 （カフェでワン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。
色を選んで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】60分/3.000円
※柔らかい生地のズボンをお持ち下さい
※いずれも要予約
【お問合せ・申し込み先】
shoko.5775@i.softbank.jp （やまぐち しょうこ）

