てくてく，ぽくぽく

モモの家、オープンしてます

Weekly モモの家

モモの家アクセスマップ

野 菜市 14:00-

毎
週

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

水

阪急吹田駅から歩 いて５分

ＪＲ吹田駅から歩 いて１２分

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。モモの家の自分なりの楽し
み方を見つけて下さい。

コスモクロス

毎
週

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

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

モモの心臓、といってもいい．

モモの家の運営行事
MOMO 運営会議

4/3 (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
4 月下旬に発送予定です．お手伝い募集中♪

MOMO モモの家
〒５６４−００４１
大阪府吹田市泉町５−１−１８

モモの仲間たちのイベント
吹田

4/24 (金) 11:00-14:00

TEL&FAX

０ ６− ６ ３３ ７− ８ ３３ ０

コミキャンそら市

4/26 (木) - 29 (日)

日下文子草木染作品展

日下さんは宮城で草木染をしていました。そこに震災と原発事故がおこりま
す。今おこっていること、そして自然界が私たちに伝えたいこととは？
【場所・時間】 ギャラリー・ボルベール 11:00-19:00
(大阪市中央区淡路町3-4-13東和ビル1F 地下鉄淀屋橋駅徒歩4分)
【お話会】 27日(金) 19:00-21:00 「震災後の世界を生きていく〜自然界の
ちからを信じて〜」 (場所：天満橋 『ドーンセンター』セミナー室，500円)
【問合】 ０９０−６８５２−７３２１（遠藤）

は
た
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モモスケ 2012
APRIL

野菜市＆手作り市 【場所】 吹田市吹東町 20-2

淀屋橋

モ
モ
の
家
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

つ
な
が
り
の
な
か
で

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

春のはたらき，まなび，あそび，てんこもり♪

モモの家のスケジュール
mon

tue

wed

4

最新の行事予定は HP から

http; //mo mo-fam il y.or g

thu

fri

sat

sun
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4	 	 

運営会議

9

10

6

5 清明

7 満月

12

13

14

15

金継ぎ ws

16

17

18

旅路読書会

23

30

24

31

モモのイベント
4/5 (木) 13:30-15:30
ねんどクリーム作りの会
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）

25

主に(月)(火)

あおぞらモモの家

4/8(日) 11:00-16:00

8

ねんどクリーム

11

モモの家のイベント
モモの家のすぐ近くにある小さな公園で，毎年開催しているモモのお祭りです．

open day

2

つながりから生まれ、つながりを紡ぎだす

19

20 穀雨

21 新月●

糸つむぎ

青空美容室

うのださん

26

27

28

☆震災お話
☆そら市

こどものいえ

22

4/17（火）19:00-21:00
一万年の旅路読書会
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 1 個 100 円
【予約】 ０９０−６４８２−３２０１（鹿島）

割れたり欠けたりした器を直して
使える技を身につけましょう！
【持ち物】 アームカバー、割れたり
欠けたりした器（とりあえず、直した
いもの全部）
【講師】 あるみちゃん
【参加費】 初回会員2500円/
一般3000円（２回目以降は会員
2000円/一般2500円）
【問合】 モモの家

4/14 (土) 13:00-16:00
アートセラピーによる
シャーマンの旅ワークショップ
危機と意識変革の時代に人類は集団
でシャーマンの旅 をしている といえま
す。このワークショップでは旅のプロセ
スをアートセラピーによって自覚的で豊
かなものにします．(要申込)
【参加費】 会員300円/一般500円
【HP】 http://careerart.net/
【予約】 090-1461-5668 （郡浜）
korihama@yahoo.co.jp

29
4/15 (日) 14:00-17:00
-伊勢神宮の森・見学報告会とワールドカフェ 人工林再生の達人・鋸谷茂さんのガイドで、普段は見ることのできない伊勢神
宮・ご神域の森を見学してきました。スライドショー＆トークのあとは、ワールドカ
フェ形式で楽しく意見交換・交流しましょう。
【参加費】 会員1000円/一般1500円
【予約】 ０８０-１４７７-２４３１（さだひさ）

リュミエルの

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
【予約】 070-5434-

4/12 (木)
あるみちゃんの
金継ぎワークショップ

毎月一回のペースで東北を訪問している宇野田さん。今回はいわきから
大阪へ移住した遠藤さんのおはなしを聞きます！
【参加費】 カンパ制
【予約】 モモの家

4/19（木） 13:30-16:30
糸つむぎ講習会
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

4/20 (金) 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。
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)

4/26 (木) 19:00-21:00
発電ミーティング

4/28 (土) 13:00-16:00
モモとこどものいえ♪

失敗は成功の母! DIY エネルギー

つり＆ヨウの紙芝居とお庭たんけん

自分で発電に挑戦してみた・・・
ところが，見事に失敗してしまったこ
と，それを克服した成功例も含め，
みんなでシェアしましょう．
きっと，次のDIY発電の参考になる
はず！さらに，東北で活躍する
モバイルエネルギーも必見．
【参加費】 カンパ制，持ち寄り歓迎
【問合】 ０９０-９７６９-２６２８ (ヨウ）

春だ，こどもたち！
紙芝居から始まる，モモのお庭のた
んけんに出かけよう．スタッフ（釣＆ヨ
ウ）が，こどもたちと一緒にモモで遊
びます！おとうちゃん，おかあちゃん
も一緒にどうぞ．
【対象】 小学生とその親
【参加費】 一人300円（お茶付）
【服装】 長袖，長ズボンがオススメ
【問合】 ０９０-３９４２-４６８４ (つり）

