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今年のモモの家の総会は、ぼたもちづくり
から始まります。午前中はぼたもちを作り、
一品持ち寄りのごはん（１２：００～）の後、
会計報告・振り返り（１３：３０～）などします。
途中参加もOK。ぜひご参加ください。
来られる方ご一報ください。
参加費：一品持ち寄りごはん
問い合わせ・予約：モモの家

6/22

（水）9:00~15:30
ぼたもち♪総会

（水）12:00~18:00
⻘空美容室 モモの縁側で･･･
21 夏至
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 円
6/11

【予約】

●新月

28

アーバンパーマカルチャー

○モモshop
モモが開いてる日は、いつでもオープンしてます。
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♪

近くと遠く

6/8

水）10:30～11:45
モモでyoga♪

3000
080-6121-6756 (

みかりん)

（木） 19:00～
モモクリ（運営会議）

モモをいっしょに作りたい方、ご参加おまちしています♪

木）13:00～17:00
助産婦すーちゃんのお産のお話
＆ phokaの⼦守唄live
6/5(

助産婦すーちゃんの、自身の吉村医院でのお産体験
を交えて、いのちの輝きについてのお話しと、日本中を
唄旅でまわるphokaによる、子守唄liveで、あなたの奥に
眠る母性と触れ合います。
参加費：カンパ制＆よもぎさんのカフェにて１オーダー
問合・申込先： ０８０－５００５－３１０２,phoka@ezweb.ne.jp

（土）13:30~16:30
飯⽥茂実と⾝につける
『みくさのみたから＝⽣き心地よい皆元のすべ』

6/7

この国に伝わる三種之身宝（みくさのみたから）を、世界で活躍する
アーティスト飯田茂実が直伝します。『みくさのみたから』は、かつて
誰もが身につけていた昔ながらの術。漢医学や西洋医学が入ってくる
はるか前から人びとのあいだで自然と用いられていました。
「ちのみちとおす」「たなそえる」「ましないかしる」みっつでひとつの
みたからを やさしく 身につけ 取りもどす集いです。
妊婦さん、子育て中の親御さん＆お子さまのご参加大歓迎。
体調の優れない方、慢性病の方もぜひご参加ください。
農業、医療、芸術、武術、教育などの関係者も大歓迎です。
参加費：3000円、赤ちゃん・お子さまは無料です。
各地の集いの企画主催者は無料です。貯金のない方も無料です。
【持ち物】
筆記具（大きめの帳面）
持ってこられる方は録音機器
【服装】
汗をかける服装・着替えをご支度ください。
ゆったりとした動きやすい着物がおすすめです。
問合せ 松村志保 080-1522-9817

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

（日）14:00~16:00 (13:30 カフェＯＰＥＮ)
おきなわ茶会

沖縄では６月２３日は慰霊の日です。その１日前に、
６歳の時に沖縄戦を体験した方のお話をお聴きします。
お話を聴いて、そしてゆんたく（おしゃべり）しましょう。
参加費：５００円＋ワンオーダー
問合せ：chstyshd@gmail.com
090-9043-0791 （よしだちさと）

6/11

（水）14:00~16:00
ねんどお手⼊れ体験会

6/26

日焼け止めに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ます。
日焼け止めにも虫除けにもなる優れものクリームです。
材料費500円 ボディクレイ 前田かや。
090-6551-5380 vipura@zeus.eonet.ne.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～
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
090-7141-7631 yosk3chinta2@docomo.ne.jp

木）14:00~17:00（受付終了）
マッピングを受けてみよう！

6/12(
ib

6/5

6/18(

（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
ib

（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）

金）19:00～21:00
関⻄アーバンパーマカルチャー講座
＜第3回：心・体・食＞
6/27(

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３回は、人と自分への配慮（心）、
よもぎからもぐさを作ってすえよう（体）、季節の保存食
ピクルスづくり（食）の３つのワークショップを行います。
講師：芦井新蔵、安井仁美、スズキヨウ
参加費：2,000円（リピーター200円引）
参加定員：15 名 2日前までに要予約
問合・申込：スズキヨウ 090-9769-2628

urbanpc.kansai@gmail.com

（日） 13:30~16:00
近くと遠く
「反戦イラク帰還兵 普天間に呼びかける」
上映会＆監督とのお話会
6/29

（火）19:00~21:00
読書会「⼀万年の旅路」
6/17

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：会員 300円/一般 500円
＊おむすび１個100円で販売してます
予約：090-6482-3201 (鹿島さゆり)

年反戦イラク帰還兵(IVAW)２名による日本縦断の
スピーキングツアー（沖縄米軍基地前での活動や、
大阪での講演など)のドキュメント映画を見た後に、
監督を囲んで色々話していきます。
参加費：500円
問合・申込：鈴木輝子、080-4022-1155
t-sycamore_mm@i.softbank.ne.jp
うらにつづく⇒
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ＪＲ吹田駅から
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中津の冨貴工房で、たねの図種館プレオープンday♪参加費カンパ

6/8( ) 10:00 17:00

皮むき間伐の後、チドリ先生ナビゲートのもと森でヨガを！参加費・１５００円
申込み・森本組 morimotogumi123@gmail.com 080-1477-2431（さだひさ）
詳細は、森本組ブログhttp://morimotoi.exblog.jp
6/14(

土）10:00~16:30
大阪ぐりぐりマルシェ＠難波神社
！＝ぐりぐり 人・農・食・緑がつながるマーケットです。

Green Good Link

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/
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。

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。
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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

草木染のオリジナルデザインの服を揃えております♪この時期、近くのうつぼ公園
ではバラが咲いています。
御堂筋線本町駅下車・大阪市西区靱本町1-9-23大阪布帛会館１F
tel.06-6445-3955 090-6232-2324ボタニックグリーン 福元卓也

てくてく，ぽくぽく

