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手しごとカフェ
野菜市

（木） 19:00～
モモクリ（運営会議）
モモの家をいっしょに作りたい方、ご参加おまちしています♪
11/8（土）14:00~16:00
しばけんの『この目で⾒てきた
スコットランド「独⽴」住民投票』

11/6

スコットランド独立住民投票の現地取材を行った“しばけん”こと
大芝健太郎氏を迎えて、現地のナマの声をお話いただきます。
議論すること、対話すること、主張することetc..民主主義をどのように
スコットランでは体現しているのか。そして、わたしたちは...？
参加費：1000円（前日迄に要予約、当日申込応相談）
問合・申込先：090-4273-4591 大音(おおと) skadogohto@gmail.com
こくちーず： http://kokucheese.com/event/index/223713/

（日）11:00~
川そうじ
11/9

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、10：４５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）

（日）13:00~15:00
モモとこどものいえ
『いちごの植え付け＆モモの畑の冬じたく』
から
までのこどもたち、モモのお に まれ ♪
11/9
2歳

小学生

庭 集

〜

モモの畑にイチゴの苗を植えますよ！庭の草を刈って、
苗のための毛布（マルチ）をつくります。おうちで簡単に応用できる
コンポストの作り方も教えます。
参加費：親子2名1組で会員800円／一般1000円（要予約）
問合せ・申込先：090-9769-2628（スズキヨウ）momotocodomo@gmail.com
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☆11/27～30公演「ひなの砦（とりで）」

（火）13:00~16:00
無農薬大豆と天然糀と⿇炭で
おいしい手前味噌をつくろう！＠かえるカフェ

朝８時から大豆を炊いています（参加可能）。昼食は持ち寄り（ご飯あり）。
1kg＝1500円（３キロ以上作られる方にはリピーター割引あります。
１人５００円引き。）
お名前と何kg必要かお伝えください（１１/２まで）
講師：冨田貴史（冨貴工房）
申込先：080-1522-9817(松村） office@momo-family.org

（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）
11/13

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

できればご予約おねがいします

11/13

「明日への歩み」反戦イラク帰還兵アーロンへのロングインタヴュー編上映。
4月にも上映しましたが、対IS戦争、集団的自衛権行使容認､辺野古や京都
での米軍基地建設等々…ローマ法王も「第3次世界大戦の危機」と発言した
現在、戦争の加害者でもあり被害者でもある元米兵のまなざしを借りて、
私たち”人間”の明日を考えてみたいと思います。
参加費：500円（なるべく予約）
問合せ・申込先：080-4022-1155（鈴木）
t-sycamore_mm@i.softbank.jp

年末恒例おもちつき

土） 12:00～16:00
CBD-COP12シェア会
11/22(

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)

ＣＯＰ１２の参加者のシェア会です。国際会議の
理解を深めたり、ともにシェアしたいことを自由に
もちよりくださいませ。わからなかった決議文なんか
も解決するかも
(ＣＯＰに参加していない人も参加可能です）
料金：カンパ制 食べ物・飲み物など 自由にもちより
問い合わせ：080-1522-9817（松村）

水）10:30～11:45
モモでyoga♪
22 ●新月
。初
小雪 に一 のモモの家での

COP12シェア会
ガイアシンフォニー３

☆１２月２１日は☆

11/18

11/19(

11/11

（木）19:00~21:00
近くと遠く

○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♪

月
度
ヨガ教室
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）12:00~18:00
⻘空美容室 モモの縁側で･･･
11/19

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)

（水）14:00~16:00
ボディクレイ
『自分でできる、顔コリ解消！ねんどのマッサージ。』
11/19

ねんどのデトックス効果とマッサージで
お顔の疲れをスッキリ！小顔効果も！
参加費:500円 *ねんどの手浴体験は無料。
※タオル持参でお願いします。
申込：ボディクレイ 前田かや

090-6551-5380vipura@zeus.eonet.ne.jp

（木）13:30~16:30
糸つむぎ講習会
11/20

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！お茶付き。
【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）19:00~21:30
アーバンパーマカルチャー講座
『都市のコミュニティ』
11/21(

「都市におけるコミュニティとは？」をテーマに、講師として
PCCJ代表の設楽清和氏を迎えます。パーマカルチャーの
視点からのコミュニティづくりの実践例研究、
コミュニティ・デザインについて一緒に考えましょう！
参加費：2000円 問合・申込先：090-9769-2628（スズキヨウ）
urbanpc.kansai@gmail.com

sihomura@occn.zaq.ne.jp

土） 16:45開場 17:00～20:30
わわわ
♪ちーたまん
∼ガイアシンフォニー第3番を⼀緒に観る⼣べ∼
11/22(

食べ物・飲み物持ち寄りでいっしょにみませんか？
お子さんも歓迎です。終了後深める時間も持ちます。
参加費：500円 小学生以下無料
申込先：aiwa39waai888@gmail.com（森田）
11/27(

木）13:30～15:30

あるみちゃんの漆ワークショップ

割れたり欠けたりした器を漆を使って直す
伝統的な技術を身に付けましょう♪
参加費:初回3000円（会員2500円）
2回目以降2500円（会員2000円）
持ち物:アームカバー、エプロン、直したい器全部
予約・問い合わせ080-3789-2722（やまね）

木）14:00~18:00（最終受付17時）
ibマッピングを受けてみよう！
11/27(

ib(アイビー）マッピングは、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。あなたのテーマに沿って
質問させていただきます。あなたの答えた言葉だけを
○で囲みながらアレンジせずに書き出し、つなげます。
ココロの内情が整理され、言葉化されることで、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。
参加費：無料・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
問合せ・申込先：山口尚子 shoko.5775@i.softbank.jp

金）19:00~21:00
しえんほうアンケート茶会＠モモの家
11/28(

今年6月に行った「原発事故子ども・被災者支援法」
に関する国会議員アンケート。この活動の結果から
見えるもの、新しい発見、これからできること。支援法に
関連するさまざまな話を交換するゆるやかな茶会です。
今回は、支援法関連の政治的な近況や、今後の
取り組みの提案もさせていただけたらと思います。
参加費：800円 問合せ モモの家
office@momo-family.org または
冨田 takafumitomita1320@yahoo.co.jp

うらにつづく⇒

11/29(

土）11:00～18:30

たねとりまつり

水）19:00～21:30
世界演劇講座番外編「パレスチナ×アート」

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

12/3(

∼岡 真理さんをむかえて∼

何かを生み出そうとする人は皆、自分の心情を言葉にしようと一生懸命だ。すると社会の
状況に目がいかなくなる。それでいいのだろうか。この疑問からこの講座は生まれました。
アラブ文学者・岡真理さんが紹介するパレスチナのアートから、大状況を見据え、
強く思いを寄せることから生まれる芸術を考えます。
司会・石原燃 参加費：1000円（要予約）
問合せ・申込先：fumikawest@gmail.com 西 070-5260-0152 燈座・石原

∼仲間のイベント∼

〇 11/8～11/9 公演「沈黙」～シリーズ罪と罰（作・石原燃）＠谷町劇場（谷町６丁目駅）
〇 11/11（火）19:00 - 21:00 たねの図種館「たねの交換会、たねを食べる会」 ＠冨貴工房
〇 11/27～30公演「ひなの砦（とりで）」作・くるみざわしん＠ウィングフィールド（長堀橋駅）
〇 11/9（日）11:00 - 16:00 北千里駅前チャリティーフェスタ＠阪急 北千里駅 dios北千里
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）

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

12:0012:00-

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
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
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。
(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。

モ
モ
の
家
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

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

11
NOVEMBER
2014

つながりのなかで はたらき、まなび、あそぶ

たねをたっぷり愛でるお祭りです！参加者全員持ちよりランチ『たねのうたげ』
恒例『たねと暦ワークショップ』ゲストトーク『風のたね、土のたね』映画上映
『落穂拾い』など盛りだくさん！お手持ちのたねがあれば、交換用にご持参ください♪
参加費：1000円＋おかず一品持ち寄り＋各イベントカンパ
問合せ・申込先：090-9769-2628（スズキヨウ）yo.bino.yo@gmail.com

てくてく，ぽくぽく

