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モモをいっしょに作りたい方、
ご参加お待ちしています♪

9/5(水)13:00~16:00
セカフザ実践会
みんなで夢を語り合い、夢を応援
しあいましょう！
参照文献「世界一ふざけた夢の叶え方」
(ひすいこたろう、菅野一勢、柳田厚志)
13:00～自己紹介
13:30～1人20-30分で自分の夢を語る
15:30～シェアリング
16:00～記念撮影
【参加費】 500円
【参加定員】 6名
【お問合せ・申し込み先】
宗信敬子 0122keiko@gmail.com

9/8(土)11:00～13:30
(受付開始10:30）

いただき繕ってなあに？
いただき繕学院・根来晶子さんを迎えて、ヴィー
ガンランチを召し上がっていただきながら、
「いただき繕の食って？～国内外での取り組み～
いただき繕の学びなど～」、皆さんのご関心に合
わせていただき繕のことをお伝えいただきます
【参加費】ランチ＆薬膳茶・・1800円
＋スイーツ・・・2200円
【参加定員】8名 予約必要（2日前まで）
【問合せ・申込先】宍倉朋子
080－4340－7358
〈 E-MAIL 〉sissy@cuorevoce.jp
※キャンセルポリシー 2日前40％、前日80％、
当日100％ 食材の準備のためご理解ください。
【申込】omshantihomeopathy@gmail.com
（大空）

9/10(月) 10:00～12:00

※午後もあります（個人整体のみ）

【ナン猫企画 野口整体
山上亮のお手当部】『秋の会』

9/25(火)

11:00～13:00

【受付開始時間】10 ：30

8 白露

かみさまとの 手しごとカフェ コスモクロス しごと場mg
野菜市
木曜ランチ パーマカルチャー
やくそく
○いとといろ○ モモカフェ

8/27（月）19:00~
モモクリ(運営会議)

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♪

土

15

○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。

9/11(火)13:30～16:00

漆ワークショップ

9/16(日) 13:00~16:00
ホメオパシーってなあに？

「かみさまとのやくそく」上映会

私達は何の為に生まれてきたのか？胎内記憶
研究の第一人者である池川明産婦人科医と子
供達の聞き取り調査の取材。
驚きの秘密が明らかにされる映画の上映会で
す♪
＊チャイやクッキーの販売あり
【参加費】事前申込（3日前までに振込入
金）： 1,000円（大人）／800円（高校生）
当日：1,300円（大人）、900円（高校生）／
中学生以下無料
【参加定員】20 名
【振込先など申込み方法のお問合せ先】 か
みさまとのやくそく実行委員会
090-3624
9/18(火)19:00~21:00
-3580 （さかた）〈 E-MAIL 〉runtatta.one
@ares.eonet.ne.jp
読書会「一万年の旅路」
申し込みURL https://ws.formzu.net/dist/S
一万年、語り継がれたネイティブアメリカン 55584436/
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。
9/26(水) 13:30~15:00
1回だけの参加も歓迎します。
◯いとといろ◯ ダーニング編
【進行役】鹿島さゆり
【参加費】会員 300円/一般 500円
靴下の穴！セーターの虫食い！などの
＊おむすび１個100円で販売してます
繕い物◯カラフルな刺繍糸を中心に
【申込】090-6482-3201 (鹿島さゆり)
草木やベンガラで染めた糸もご用意します
＊いとといろdeあそびましょう◯
9/19(水) 13:00~16:00
【参加費】 ２０００えん（お茶つき）
ホメオパシーってなあに？
予約優先(当日参加可能)
●【お問合せ・申し込み先】
ホメオパシーについて詳しく知りたい方、
のこ 080-4028-3777
ご自身やご家族の事で相談したい事がある
〈 E-MAIL 〉8.nijinowamuu.8@gmail.com
方がいらっしゃったらどうぞこの機会に。
お待ちしています。

割れたり欠けたりした陶器を、漆を使って直す技術を
お待たせしました。
身につけましょう♪
始めての日曜日の開催です。
＊要予約
気にして下さっていた方、是非この
【参加費】初回2500円・2回目以降2000円
機会にご参加ください。
(会員は各500円引き)
講師 長島まさよ
＊修理するものによりますが、最低でも2回の行程は
【参加費】 3000 円 資料付きです。
必要です。(一度に複数個修理出来ます)
【参加定員】定員20名様 要予約
【持ち物】アームカバー・エプロン・
直したい器(直せない物もありますが、とりあえず何でも 【お問合せ・申し込み先】長島まさよ
anothergalaxy2015@gmail.com
持って来て下さい！)
【予約・問合せ】080-3789-2722(やまね)

9/12(水)14:00~16:00
ホメオパシーお茶会
お茶会は、「ホメオパシーってなあに？」
にご参加頂いた方の相談場になっています。
もし、ご興味がありましたら１度ご連絡
くださいね。
【参加費】 1000円
【参加定員】定員10名様
【お申込み】080-6121-6756 （イイダミカ）
wakuwaku444mika@gmail.com

9/12(水)12:00~18:00
青空美容室
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。
【カット】 3000円 ※要予約
【申込】 080-6121-6756 (みかりん)

9/12(水)13:00~18:00（受付終了時間）
鍼灸治療室

【参加費】 3000 円 資料付きです。
【参加定員】定員20名様 要予約
【お問合せ・申し込み先】080-6121-6756 /
wakuwaku444mika@gmail.com (イイダミカ）

鍼灸治療 （60分3000円）
※要予約
【問合せ・申込】090-1141-5641（芦井）
9/20(木)14:00~17:00
s.ashii@ezweb.ne.jp (パソコンからは届きません) （受付開始13:45)

健康講座&プチ体験
「背骨と健康の関係」

《料金》
単発5000円
※冬の会(11/19)も受講の場合は合わせて9,000円

午後は個人整体（操法）ですが、
キャンセル待ち含めて満席となっております！
山上先生のユーモアたっぷりのエピソードを通して、※ランチあります(800円・要予約)
季節に沿ったからだのケアの仕方を、座学と
【申込・問合せ】ナントカと猫企画
ボディーワークから学びます。
otonoha2013otonoha@yahoo.co.jp
090-851-5820（島）

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。
【参加費】 500 円 定員6名
予約優先(当日参加可能)
【お問合せ・申し込み先】
田上千里 080-3786-8744
hearty-smile.0414@i.softbank.jp

9/28(金)10:00~12:00
パーマカルチャーってなぁに？
土がすき！循環って言葉に惹かれる！
そんなあなた！
初心者向けパーマカルチャーの
テキストをみんなで読んで、
モモの庭で実践してみよう◯
内田ヨウ（元PCCJ）がくるよ～◯
【参加費】1000えん（お茶つき）
【予約・問い合わせ】
8.nijinowamuu.8@gmail.com（のこ）
＊テキストのコピーを用意しますので
事前の ご予約よろしくお願いします。

9/30(日) 10:00～18:00
『東野健一とゆかいななかまたち祭 -其の参- 』

今年もやりまっせ～☆昨年の初め、東野さんはお亡くなりに
なりましたが、魂は今も生き続けています。
今年もゆかいななかまが集まり、楽しみましょう☆
もちろん、「東野さんのこと知ら～ん」という方、
どなたさまも大歓迎☆美味しいお店やおもしろライヴが盛り沢山です♪
参加費 ドネーション、ライヴは投げ銭！
【お問合せ】kayoco.japan@gmail.com (みやけ)
〈 URL 〉Facebookイベントページ
『東野健一とゆかいななかまた ち祭 -其の参- 』

つながりのなかで はたらき まなび あそぶ

モモの家のスケジュール
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Weekly モモの家

September
2 0 18

火曜日

かえるカフェ

11:00-16:00 毎月第２火曜日
東日本大震災で避難してこられたみなさん、そして心を寄せるみなさん 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
※お昼ご飯を一緒に食べる方はれんらくしてね！⇒ y48umiko@docomo.ne.jp

(仮)しごと場プロジェクト

11:00-17:00 途中入退場OK！
※9/7（金）、9/14（金）、9/21（金）です
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。) 問合せ 080-3789-2722(やまね)

毎週 水曜日

手仕事カフェ
12:00-18:00
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。

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

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: ofce@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
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

