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モモが開いてる日は、いつでもオープンしてます。
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最新の行事予定はHPからhttp;//momohttp;//momo-family.org
“☆”は、モモの仲間のイベント

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）

（金）19:00~21:00
コミュニティガーデンのつどい
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モモとこどものいえ
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コミュニティガーデン

22
23
モモでyoga♪ 21
コスモクロス
青空美容室
木曜ランチ
ねんどのお手入れ
モモカフェ
手しごとカフェ
てんてるサロン
野菜市
ゆたりカードリーディング
モモの鍼灸治療室
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28
コスモクロス
手しごとカフェ
木曜ランチ
山田征さんのお話会
野菜市
モモカフェ
Ibマッピング

（木） 19:00～
モモクリ（運営会議）

（木）13:30~16:30
糸つむぎ講習会
5/15

小満

●新月

24

日本型のコミュニティガーデンを考え，作っていく集いです．
参加者による事例紹介とワークショップ形式で進めます。
興味がある人、既に実践している人たちの意見交換の場です♪
参加費：1000円
申込：件名「コミュニティガーデンのつどい5/16」
FBグループページ「みんなでコミュニティガーデン」にて
「イベント参加」でもOK
参加費：会員900円／一般1000 円（一品持ち寄り）
参加定員：20 名
問合・申込：090-9116-3694 etchance@gmail.com えつき

木）13:30～16:00
あるみちゃんのうるしワークショップ

割れたり欠けたりした器を直したり、木製品の塗り直しなど、
使える技を身につけましょう！
持ち物：アームカバー・割れたりかけたりした器（直したいもの全部）
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 問合せ：モモの家

月に一度のモモの家でのヨガ教室。初心者の方にも優しく
ご指導いたします。おうちでセルフケアできるようゆっくりした
ペースで行います。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）
問合せ：090-3999-0304 cassiopeia39@gmail.com

（水）18:30~20:30
ソーヤー海さんを囲む食事会
5/7

平和で希望のもてる社会を共に創り出すべく、世界を舞台に日々
活動をしている東京アーバンパーマカルチャー創設者のソーヤー
海さんを囲んで食事会を開催いたします。
参加費：2000円（食事代込み）
定員：15名
問合・予約先：今堀洋子 maho0927@gmail.com 090-4426-5648

（土）10:00~12:00
モモとこどものいえ

「初夏の⼯作♪おひさまドライヤーと庭⼩物づくり」

5/21（水）12:00~18:00
歳から小学生までのこどもたち、モモのお庭に集まれ～♪
⻘空美容室 モモの縁側で･･･
野菜や野草を干すための箱型ドライヤーを作ってみよう！
モモ畑の野菜を観察したり，看板づくりもするよ！
お手入れラクチン。あなたに似合う髪型スタイルを
参加費：おやこ2名1組で会員800円／一般1000円
提案します。カット3000円
＋こども1人につき500円／おとな１人のみ1000円／リピーター100円引 【予約】 080-6121-6756 (みかりん)
参加定員：12名
問合・申込：090-9769-2628 momotocodomo@gmail.com スズキヨウ
〈 URL 〉 momotocodomo.blogspot.jp
5/21（水）14:00~16:00
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（日）11:00～
川そうじ
5/11

モモの家近くの糸田川をそうじします。長靴・ゴム手袋・タオルなど
ご持参ください。１０：４０モモの家集合、１１：４５出発
または現地集合、阪急豊津駅そばの糸田橋に１１：００。
雨天中止（問い合わせ０７０－５６６９－６２１０とらこ）

（木） 14:00~18:00
ゆたりのカードリーディング

5/26(

モモをいっしょに作りたい方、ご参加おまちしています♪

5/10

090-7141-7631 yosk3chinta2@docomo.ne.jp

水）10:30～11:45
モモでyoga♪
5/21(

「原発事故・子ども被災者支援法」は2012年6月に超党派の議員立法
により成立されました。この支援法学習会から生まれたプラン（支援法
についての議員アンケートを行い、その後の効果的アクションの土台を
つくる）の途中経過を聞き、意見交換や相談などの時間を持ちたい
と思います。
進行役・発起人：冨田貴史、東海地方での保養活動とともに、3.11以前
より国会議員へのロビー活動などを行っている。初めての方も、
日頃支援活動されてない方も気後れせず、ぜひご参加くださいませ～
できれば事前申し込みしてもらえると助かりますが、予約なしでもOKです。
参加費800円 問合：モモの家または冨田 takafumitomita1320@yahoo.co.jp

マッサージでからだをほぐして、すっきりさせまししょう
ボディケア 20分 1，000円～
オイルトリートメント 40分3，000円～
その他、ヘッド・フット等ご相談に応じます。
お申込み先： てんてる 律

オラクルカードであなたの心・魂の声を聴くお手伝いを
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。 します。普段自分のことをゆっくり考えたり、向き合う時間
がない、という方にもオススメです。モモの家でお茶を
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。 飲みながら、おしゃべりがてらカードリーディングを受けて
みませんか？手作りアクセサリーの販売もあります。
進行役：鹿島さゆり 参加費：会員 300円/一般 500円
30分1000円 15分500円
＊おむすび１個100円で販売してます
お問合せ
milkcandy360@hotmail.com ゆたり
予約：090-6482-3201 (鹿島さゆり)

5/8(

日・祝）19:00～21:30
しえんほうミーティング

（木） 13:00~18:00（最終受付17:00）
ヒーリングサロンてんてる（別室）

5/22

5/22

5/1

5/4(

お体の痛み、しびれ、だるさ、なんとなく不調などなど、
鍼灸治療いたします。マッサージのみも可能です。
予約優先です。 おひとり 鍼灸治療６０分
ツボマッサージのみ３０分 注：予約時教えてください
治療費：カンパ制 （目安２０００円～４０００円）
出世払い可。 できるだけ軽装でお願いいたします。
着替え場所あり。（時間は多少融通いたします）
問合・予約：芦井新蔵（あしいしんぞう）090-1141-5641
s.ashii@ezweb.ne.jp (PCからは入りません）

（火）19:00~21:00
読書会「⼀万年の旅路」
5/20

31

水）14:00～19:00
「モモの鍼灸治療室」(別室)
5/21(

ねんどお手⼊れ体験会

月は～日焼け止めこ効果のある虫除けクリーム作り～
ねんどの力で乳化剤なしで作れる、日焼け止めにも、
虫よけにもなる優れものクリームです。材料費500円です。
ボディクレイ 前田かや。 090-6551-5380
5

<vipura@zeus.eonet.ne.jp>

月）19:00～21:30（OPEN18:30）
いきものカフェ＠モモの家
∼韓国で⾏われるCOP12に向けてみんなで話そう！∼

いろいろな生き物が、互いに支え合い、つながりあい
ながら存在している。わたしたち人間も、そのつながり
の中に在る。多様な生き物たちの存在に感謝し、
いきものカフェをひらきます。今回のいきものカフェでは
今年１０月に韓国で開催される生物多様性条約第12回
締約国会議（cop12）に先駆け、日韓の市民がどのように
交流し、準備を進めているのか、そして私たちが現地で
できるアクションのアイデア交換など、ざっくばらんに
はなしましょう。 参加費：１０００円
お問い合わせ申し込み モモの家まで

木）14:00~17:00（受付終了）
ibマッピングを受けてみよう！
5/29(

（アイビー）マッピングとは潜在意識を言語に
置き換えるコミュニケーションツールです。
聞き手である私が、話し手となるあなたの探りたい
テーマにそってに質問させていただきます。
あなたの答えを私が言葉どおりに書き出しつなげます。
その過程で、ココロの内側が整理され言語化することで、
自分のココロの欲求を知ることができます。
1対1の個人セッションです。
問合・申込先： 山口尚子 shoko.5775@i.softbank.jp
ワンドリンクオーダーお願いします
できればメールにてご予約ください
うらにつづく⇒
ib

金）19:00~21:00
山⽥征さんのお話を聴く会

てくてく，ぽくぽく

5/30(

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

∼仲間のイベント∼

5/10(

土）10:00~16:30 大阪ぐりぐりマルシェ＠難波神社

Green Good Link ！＝ぐりぐり

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！
御堂筋沿い、心斎橋と本町の間にある難波神社でおいしくステキなひとときを～♪

http://green39.jimdo.com/

5/25(

日）11:00~19:00 コップププー⽣物多様性まつり

トーク・ライブ・マーケット たのしくポップに生物多様性COP12をもりあげよ
う！韓国からのゲストもくるよ
参加無料 中崎町ホール ０８０－１５２２－９８１７（まつむら）

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。

モ
モ
の
家
ス
ケ
ジ
ュ
ー
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MOMO モモの
モモの家
〒５６４−００４１

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。

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

5
MAY

2014

つながりのなかで はたらき、まなび、あそぶ

自然エネルギーの普及が生み出している現実とスマートメーターについて。
４０年以上も原発や食、震災支援など、国内外で活動中の山田さんのお話会。
参加費：１０００円 + カンパ
要予約（当日可）
問合・予約先：六浦千佳（むつうら ちか） 090-4908-4737
pichikababu1231@ezweb.ne.jp

