
  

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
※電話でのお問合せは(水)（ 木） カフ ェ 営業時間内に
  お願いし ま す
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://momo-family.org
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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

Momo no ie

In the connection

Workings Learn

Play

モモ会員さん　購読さん　募集中♪
モモの家は会員のみなさんのはたらきと
会費で運営されています。月1回発行の
モモだよりを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を
募集しています。
●正会員　 10,000円（1口）　 
●ペア正会員（同居のお二人）16,000円
●賛助会員 30,000円（1口） 　
●法人会員60,000円（1口）
●年間購読4,000円（会員扱いにはなりません）

                                    ☆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

   



  

モモスケジュール 8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♪

8/20 (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)
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7/29 (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♪

かえるカフェ
(予定)

コスモクロス　
木曜ランチ
　モモカフェ
五次元　
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■お知らせ

☆手仕事カフェ、青空美容室、ホメオ茶会、耳つぼ
　はおやすみです。

☆コスモクロスは8/29(木)のみお休みです。

☆、モモカフェは、8日・15日とおやすみです。

　みなさまお気をつけくださいねー!

コスモクロス　
木曜ランチ　
モモカフェ
健康講座
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処暑

立秋

一万年の旅路

8/22(木)14:00～17:00（受付開始13:45～）

カイロプラクティックの考え方に
基づいた体操体験会

先ず簡単にカイロプラクティックの説明をさせて頂き、
その後自分の身体の歪みチェックをして、
更にその歪みを自分で整えることができる体操を紹介致します。
どうぞお気軽にご参加ください。尚、ご参加頂いた方の定期施術も
毎月モモの家で行っています。
歪みを見つけたらしっかり整えて行きましょう。

【参加費】 500 円 / 後日定期施術料 3000円
【参加定員】定員4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
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コスモクロス　　

 

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！
 ※

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！

火or金曜日

第2火曜日

　

　　　　

毎週 木曜日

 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��

       ＊かえるカフェは
       東日本大震災・原発事故の避難者さん
       たちがほっとできる場になればと2013年
       から始まりました。
        毎月第2火曜日にモモの家で
        ひらかれています。
       ＊かえるカフェは避難者さんの参加の
       交通費半額支給をおこなっております

振替休日

8/1 (火)19:30～21:00(受付19:00)
「五次元の行きかた、つくりかた」

みなさんお気づきの通り、地球の変化が急ピッチ
ですね。五次元への移り変わりはどんなふうにな
るのかな？
移った後はどんな世界になるのかな？

地球の変化と、それから先のことをお話します。ご
いっしょに考えませんか？

【参加費】500円 ※要予約
【予約・問合せ】090-3058-9564 くりえいと
asejitsu2012@yahoo.co.jp
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