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モモの家のスケジュール

つながりのなかで　はたらき　まなび　あそぶ

モモの家アク セスマッ プ

　

　　　　

毎週 木曜日

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。
【飲み物】300円　
【Menu】　有機栽培コーヒー　黒煎り玄米コーヒーな。
　　　　　※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♪
[連絡先]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！
 ※今月は6/7(金)・ 21(金)です！ 　

モモの家を整える事を中心にみんなではたらきながら、繋がりの中でお金や
モノやはたらきを循環させること、自分らしく自立することを目指します。

◯当面の仕事：モモの家お手入れ、庭・畑作業、モモShop管理、布仕事、木工…   
                     などなど
◯参加費：お昼ごはん代500円＋参加協力カンパ(出来れば300円以上)を
               お願いします。
  ※モモの家に関するお仕事をしてくれた方にはお礼にモモのカフェやイベント
　　 で使えるチケットをお渡しします。
  

◯問合せ 080-3789-2722(やまね)
  ※お昼ごはんを食べる方は出来るだけ当日朝までに連絡下さいね！

 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。

【カフェ/野菜市連絡先】（やまね）
 080-3789-2722/ hetima72621@ezweb.ne.jp

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��

火or金曜日

第2火曜日
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モモスケジュール 6月

月 水 金 土火日

最新の行事予定はHPから http;//m om o-fam ily.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♪

6/18 (火)19:00～21:00
読書会「一万年の旅路」

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】500円
＊おむすび１個150円で販売してます
【申込】090-6482-3201 (鹿島さゆり)

木
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シュタイナー教育

5/28 (火)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♪

◆19時スタートです！
   開始時間注意！してね～♪

かえるカフェ

手しごとカフェ　
野菜市　

しえんほうシネマ
手しごとカフェ　

野菜市　
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コスモクロス　
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6/12 (水)14：00～16：00
ホメオパシー茶会

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 / 定員10名様 ※要予約
【お問合せ・申し込み先】
 080-6121-6756 / wakuwaku444mika@gmail.com
(飯田美香)

6/12 (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)

しごと場プロジェクト
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しごと場プロジェクト

6/16(日) 12:00～16:30(受付開始・カフェopen12:00)

第一回しえんほうシネマ ＠モモの家
しえんほうシネマの1回目
鎌仲ひとみさんによる映像の上映と、
それぞれの現場を知る守田敏也さんのお話、
そして会場に集まるみなさんとゆっくり語らう時間をとりたいと思います。
おいしくてやさしいカフェや、安全安心なお野菜の販売もあります。

【参加費】 ２０００円＋カンパ / 学生以下　無料
　　　　　　　福島第一原発事故からの避難者さん　１０００円   
              （カンパは「しえんほうシネマ」の運営費になります）

【お問合せ・申し込み先】
　080-1522-9817 / sihomura@gmail.comまつむらしほ
 ※お申込みがなくても、参加できます。

■お知らせ

☆運営会議は5/28(火）の時間は19時～です。
☆7月はモモ総会を開催します。

コスモクロス　
木曜ランチ　
モモカフェ
健康講座

6/6 (木)14：00～16：00
6/13(木)13：30～16：30
あんて☆ドゥ☆しゃんこと出張サロン
＠モモカフェ

アーユルヴェーダ(ハンドトリートメント、ヘッドマッサージ等)
※◆13:30～15:00は御予約済みです。

【お問合せ】「あんて☆ドゥ☆しゃんこと」ＦＢページ
　　　　　　shanshankotokoto@yahoo.co.jp

4

7/15(月・祝)
モモ総会

◆詳細は追って連絡します～！
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●新月

5/28(火)

手しごとカフェ　
野菜市　
耳つぼ

コスモクロス　
木曜ランチ

　モモカフェ　

6/19(水) 12:00～18:00
アクセス・バーズレジスタードマーク 
＠モモの家

主に頭部にあるポイントを指で軽くタッチしていきます。 
脳波がリラックスした状態になり、 無意識のうちに溜め込
んできた情報、思考、 トラウマなどを解放していきます。

【参加費】 60分6000円 90分8000円(お試し30分 3000円〜)
             ※ 定員4、5名様/◆予約優先(当日参加可能)
【お問合せ・申し込み先】
mamikurooka@gmail.com / (黒岡真美)

6/23(日)13：30～17：00【受付開始時間13：00
はじめてのシュタイナー教育（連続講座）　

シュタイナー教育ってよく聞くけど、どんな教育？
子育てにエッセンスをと思ってる方、初めからしっかり
知りたい方まで、ドイツ在住23年の話し手が、
面白可笑しく語ります!（話し手　小林直生）　

【参加費】３０００円 / 定員　30名
　※予約優先(当日参加可能) 
【お問合せ/申し込み先】
ヨーロッパ精神史研究所　
072-736-8857 / seisinsi1861@gmail.com
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夏至

芒種

一万年の旅路

7/15
 (月・祝)
モモ総会

6/19(水) 12:00～18:00
itotoilo～糸と色であそぼう～

糸も！色も！お好きなタイミングであそびましょう○
わたしができるのはダーニングorドリームキャッチャー作
り！あなたなら　どうやってあそびますか？
WSではない！糸itoと色iloのあそび場

【参加費】 1500円以上のハートマネー
               (cafeでのワンオーダーお願いします○)

【参加定員】　定員は特に設けておりません。
　　　　　　　　　混みあう場合はお待ち頂くことがあります。

【持ちもの】染めたいもの
               (希望者のみ。持ち込む場合は事前に連絡
                お願いします。) ＊当日に参加してみよう！
               となった場合、染めてもらえる糸やくつ下など
              ご用意しますので、手ぶらでもご参加いただけ
               ます○
【お問合せ・申し込み先】
8.nijinowamuu.8@gmail.com / (のこ)

6/12・6/26 (水)12:00～18:00
耳つぼtomo

耳つぼマッサージと希望の方にはチタン(or耳つぼジュエ
リー)を
耳つぼに貼らせていただきます。

【料金】1回500円　(チタン1か所100円)
【申し込み】090-3922-2265/ tomoko129mana@gmail.com　
(紀川智子)

6/20(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」

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 / 後日定期施術料 3000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

お知らせ～
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