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火）19:00～21:00
のキャロリンさんと語ろう
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「⼦ども達が作った食べ物の森」
子ども達と一緒に校庭を「食べ物の森」に変えてきた、
キャロリン・ナトールさんがオーストラリアから来日します。
食育菜園、パーマカルチャー、野外学習、フリースクールなどに
興味のある方、実践者の方、交流しましょう！（逐次訳あり）
内容：日本の教育実践報告／キャロリンさんトーク／ディスカッション
参加費：一般1000円／会員800円＋カンパ
予約申込：090-9769-2628 yo.bino.yo@gmail.com（スズキ）

（木） 19:00～
モモクリ（運営会議）

4/3
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明治43年生まれの小泉スズさんの日常的に行っていた
家事の記録映画をみんなで観る第３回目。内容は
「浴衣を縫う／お盆を迎える／お手玉つくり／おはぎをつくる」
参加費：会員500円／一般1000円
問合・予約先：とらこ lotus@di.pdx.ne.jp
ヨウ yo.bino.yo@gmail.com

17
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木曜ランチ
モモカフェ
糸つむぎ
「昭和の家事」上映会
24
25
コスモクロス
木曜ランチ
アーバンパーマカルチャー
モモカフェ
活動のための精神医学

清明

26
３．１１ミーティング

★川そうじはおやすみです

（火）19:00~21:00
読書会「⼀万年の旅路」
4/15

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。
皆でゆっくりと読みます。1回だけの参加でもどうぞ。
深い知恵に触れる時間になるよ。
進行役：鹿島さゆり
参加費：会員 300円/一般 500円
＊おむすびあり１個100円
予約：090-6482-3201 (鹿島さゆり)

（水）13:00~14:20
近くと遠く∼世界にどんな線を引く？
「 明⽇への歩み」反戦イラク帰還兵のドキュメント上映会
4/16

IVAW

「自分」がある限り、世界の中に必ず引く線。
自分と他（人）との間にどんな線を引くかーー
久しぶりの「近くと遠く」、今回はこんな題をつけてみました。
イラク戦争から戻り、反戦運動を始めた若きアーロン・ヒューズ。
「敵」はイラク兵？反戦デモをする帰還兵と、
4/13（日）10:00~16:00
それを取り巻く警官の間にも「敵」の線を引く？
恒例、春のモモまつり モモびらき♪
イラクの人に「許しを乞うのではなく、責任を取りたい」
と言ったアーロンが引いた線は？
今年は公園ではなく、モモの家でまつりを開催しま～す。
静かに語り、熱く叫ぶアーロンに沖縄出身大阪在住の監督が密着したドキュメント。
広間はもちろん、庭や空き部屋をフルオープン。
いま、みんなで少しずつモモの家のアチコチの片付け進めています。 オールドレディたちのカラフルで女性らしいデモや、
芸術と人間、兵士の精神的ケア、日本の憲法とのかかわり…等々、
音楽、占い、おいしいもん、餅つきや着物市なんかもやります。
見どころも色々様々です。
庭の桜、咲いてるといいな～。
カフェ1オーダー＋カンパにてお願いします。
春のいちにち、きれいになったモモの家に遊びに来てください。
問い合わせ： 鈴木輝子(t-sycamore_mm@i.softbank.jp / 080-4022-1155)

モモをいっしょに作りたい方、ご参加おまちしています♪

（木）13:30~16:30
糸つむぎ講習会
4/17

糸車を使って綿を糸につむぐ講習です。希望者は、
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 ＊モモの家まで前日までに要予約
【初回講習】 3500円
【2回目以降】 3500円（一般）2500円（会員）

（木）19:00~21:00
『昭和の家事』上映会 ＜３回目＞

水）10:30～11:45
モモでyoga♪
4/23(

毎月1度のヨガ教室。初心者の方でも大丈夫。
おうちでセルフケアできるようゆっくりしたペースで
おこないます。心身のリラックスのためにぜひどうぞ。
前日までにご連絡ください。 定員約５名
参加費：初回体験1000円 2回目以降 会員1500円
一般2000円 （避難者のかた無料です）
講師 田中優佳（チドリ）
問合：090-3999-0304 cassiopeia39@gmail.com

（水）12:00~18:00
⻘空美容室 モモの縁側で･･･
4/23

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
【予約】 080-6121-6756 (みかりん)

（木）19:00~21:30（OPEN18:30）
活動のための精神医学

金）19:00~21:30
関⻄アーバンパーマカルチャー講座
＜第１回：種＞
4/25(

パーマカルチャーは
「自然と人間の共生文化」を作り出すデザイン体系。
講座では、都会（アーバン）を豊かで創造的な
空間にする方法を参加型で学びます。
第１回は、私たちの食べ物の源である
「種」について考えます。
講師： 設楽清和（ﾊﾟｰﾏｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝ代表）
受講料：2,000円（通年受講割引あり→HPへ）
詳細HP：http://atticearth.blogspot.jp/
申込・問合先：urbanpc.kansai@gmail.com
090-9769-2628（スズキヨウ）

（土） 16:00~18:00
３・１１ミーティング
4/26

・ でひきおこされている様々な状況を知り、
理解を深めていくことを大切にしています。
具体的な支援に関わっていなくても、今現実に
起こっていることとして感じることから始めたいです。
今回は保養や支援などの活動の場で気になっている
事例を出し合えたら・・・と考えています。
参加費：500円
申込・問合：ayupertiwi@rice.ocn.ne.jp
090-8169-9693（宇野田）
3 11

火・祝）10:00～21:30
たねまきまつり
4/29(

モモのがまぐちから生まれた「たねの図種館」の
プロジェクトが始まるよ！たねとりと暦のワークショップ、
ゲストの語る「畑と暮らし」、映画にマルシェ、
いちにちたっぷり「たね」を学び、楽しんでください。
参加費：1000円＋ドネーション制
※出店＆出展 募集中、詳細はHPへ
HPアドレス：http://www.tumblr.com/blog/toshukan
たねの図種館 090-9769-2628
yo.bino.yo@gmail.com（スズキヨウ）

4/24

活動の上に「就職」や「結婚」をのせてくださってもOK！
（想定は「市民」ですが…）。311後の日本で、ひとりひとりが
その人らしく生きるために役立つ知識を精神医学の世界から
拾い集めてみます。今回はその第三回！
テーマは「傾聴と内省」です。お気軽にご参加ください。
講師・進行：胡桃澤伸（くるみざわ しん）
＊第四回目以降は、カウンセリング連続講座
『活動のための精神医学』としてこの秋から開講予定です
【参加費】 ５００円
※できればメールにて事前にお申込みください
胡桃澤伸 kurumizawashin@yahoo.co.jp
FBサイト「光の領地」をご覧ください。

水）19:00~21:00
おきなわ茶会
4/30(

メンバーが春爛漫の３月と４月に沖縄を旅します。
普天間、辺野古、伊江島を訪れ、名護では
フラワーフェスティバルを楽しみます。
旅のようすを通して、沖縄の今と私たちのこと
ゆんたく（おしゃべり）しましょう～
参加費５００円＋カフェワンオーダー
【問合せ】よしだちさと 090-9043-0791
ｃｈｓｔｙｓｈｄ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ
うらにつづく⇒

∼仲間のイベント∼
土）10:00~16:30
大阪ぐりぐりマルシェ
！＝ぐりぐり

モモの家アクセスマップ
阪急吹田駅から
阪急吹田駅から歩
から歩いて５
いて５分 ＪＲ吹田駅
ＪＲ吹田駅から
吹田駅から歩
から歩いて１２
いて１２分
１２分

Green Good Link

人・農・食・緑がつながるマーケットです。毎月第二土曜日開催！
月は、 日、 日の 日間開催○

4
12
13
2
http://green39.jimdo.com/

4/19(

土） ‘いえる’ で ⽵や畑や水とふれあう⽇

奈良の⻑谷寺に引っ越したぞうきんの家、「いえる」
この⽇は⼣方まで⽵林に隣接した畑の開墾や野草摘み
夜は水にまつわる映画を観て、お食事・おしゃべりしようとおもいます○
ごいっしょにいかがですか∼？
問合：ZOoookiN@gmail.com 080-9742-3272
Weekly モモの家

手仕事カフェ

毎週 水曜日
12:0012:00-18:00 （17：
17：00ラストオーダー
00ラストオーダー）
ラストオーダー）

おむすび・味噌汁・ピザトースト(新メニュー！)・手作りケーキあります。
ご希望の方には糸つむぎや編み物などの指導もしますよ♪

野菜市

12:0012:00-

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 10:3010:30-12:00
⽊曜ランチ【予約制】 12:30に
12:30に、「い
、「いただきま
ただきま～
きま～す♪」
モモの料理自慢たちが作る野菜中心のお料理 円
モモカフェ 14:0014:00-18:00 （17：
17：00ラストオーダー
00ラストオーダー）
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。

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。

モ
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家
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MOMO モモの
モモの家
〒５６４−００４１
大阪府吹田市泉町５−１−１８

(1000 )

野菜市もやってるよ

毎月第２・４火曜日

かえるカフェ 11:0011:00-16:00
東日本大震災で避難してこられたみなさん

そして心をよせる関西のみなさん
ほっとして 出会って 語りあって つながろう
草木染や手仕事などもやってます。
飲み物 300円
Mene ： 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。

TEL&FAX ０６−
０６−６３３７−
６３３７−８３３０

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://momohttp://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や、
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3,000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
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つながりのなかで はたらき、まなび、あそぶ

4/12(

てくてく，ぽくぽく

