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モモの家のスケジュール

つながりのなかで　はたらき　まなび　あそぶ

モモの家アク セスマッ プ

毎週 木曜日

かえるカフェ　 11:00-16:00　※毎月第二火曜日です。　　　　
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
出会って、おしゃべりして、ほっとしてつながりましょう。手仕事などもやってい
ます。飲み物　300円　Menu ：　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。※お昼ご飯食べる人
はれんらくしてね♪
[連絡先]y48umiko@docomo.ne.jp

(仮)しごと場プロジェクト11:00～17:00

子どもがいたり、心身が不安定だったり、スピード社会や管理社会に違和感が
あったり…そんな誰もが自分らしく働ける場所を作っていこう！
自分の仕事の持ち込みもOK！

○お昼ごはん、お茶付き (おかずやオヤツの差入れ歓迎♪)
◯当面の仕事 : 布ナプキン、浴衣の部分縫い・オリジナル商品開発・庭しご
と・　　　　　　　　　　　ごはん作り・掃除…など 色々あります。
　　　　　　　　　　※お仕事も募集してます！  
◯参加費：大人1000円こども300円
(今はほんの少しですが、それぞれの働きに応じてお駄賃が返ってきますよ。)

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。
おむすび・味噌汁・手作りケーキあります。

野菜市　12:00~
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。
【カフェ/野菜市連絡先】080-3789-2722
 / hetima72621@ezweb.ne.jp（やまね）

コスモクロス　 10:30-12:00　　　　　
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、 「 いただき ま～す♪」
モモの料理自慢たちが作る野菜中心のお料理(〜1000円)
【予約先】 080-3789-2722 / hetima72621@ezweb.ne.jp（やまね）

モモカフェ　 14:00-18:00　 （ 17： 00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。
野菜市もやってるよ
【連絡先】（やまね）※木曜ランチと同じです��

7/22 日）
モモの家 総会
※詳細は、のちほどお知らせします♪
総会ハガキのお返事、待ってまーす

6/27 (水)13:30～16:00
わいわい薬膳茶会『元気な夏』　
梅雨か夏にかけてのグッタリさん。なぜなのか？
どうすればいいのか？薬膳的なお話＆ぴったりなお茶を
みんなでワイワイ作って飲みましょう。お土産あるよ！

【持ち物】急須
【料金】３０００円
【予約・問い合わせ】sai-haluyan@ezweb.ne.jp（サイマキ）

6/28 (木)19:00～21:30　開場：18:30～
「アリゾナ・ホピの旅報告会」
「ホピの予言」を伝え続けておられる辰巳玲子さんが
昨年末 アリゾナ・ホピを訪れた旅の報告会を行います。
先住民の方達が闘い続けている問題にも触れながら
、そのメッセージに耳を傾け語り合う会です。

【参加費】２５００円
【予約・問い合わせ】ciel-infini_sayuri@i.softbank.jp（鹿島）

6/29 (金)10:00～12:00
パーマカルチャーってなぁに？
土がすき！循環って言葉に惹かれる！
そんなあなた！
初心者向けパーマカルチャーのテキストを
みんなで読んで、モモの庭で実践してみよう◯
内田ヨウ（元PCCJ）がくるよ?◯

【参加費】１０００円（お茶つき）
【予約・問い合わせ】8.nijinowamuu.8@gmail.com（のこ）
＊テキストのコピーを用意しますので事前のご予約よろしくお願いします。

6/29 (金)14:30～17:00（受付開始14:00～）
子育て・非行・不登校・引きこもり
『障害』という個性から拡がる世界

アイヌから沖縄、南島の伝統的子育てや非行、不登校、引きこもり
様々な「障害」という個性との出会いから拡がる多様な世界へ。
古くて新しい子育てと「教育」のあり方。
(個人面談も可)

【参加費】1000円+カフェ1オーダー
【定員】10～15人
※要予約/前日まで　（当日参加も可）
【問い合わせ・予約先】櫻井一二（さくらいかつじ）/090-4493-0411

6/29(金)17:00～20:00（受付開始16:45～）
こども食堂～みんなでおいしくご飯を食べよう～

子どもたちと温かくおいしい食事を一緒に食べましょう。
子ども連れのお父さん、お母さんには地域で使える
オリジナル商品券をプレゼントします！
宿題を持ってきて大人に勉強を教えてもらうこともできます。

【参加費】500円　※子どもは100円（3才未満無料）
※要予約（3日前までに）
【参加定員】　25名
【予約・問い合わせ】コドモノミライ（宗信）
　　　　　　　　　05034797483 / childrensfuture.jp@gmail.com

・お知らせ・
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モモスケジュール 6月

月 水 金 土火日

最新の行事予定はHPから http;//m om o-fam ily.org

●新月

○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♪

6/19 (火)19:00～21:00
読書会「一万年の旅路」

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
【申込】090-6482-3201 (鹿島さゆり)

木
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日本の霊性と

ルドルフ・シュタイナー

コスモクロス　
木曜ランチ　
モモカフェ

　

パーマカルチャー
『障害』という個性から
拡がる世界

こども食堂

5/28 (月)19:00～
※いつものモモカフェあります。

モモクリ(運営会議)　
モモをいっしょに作りたい方、
ご参加お待ちしています♪
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6/ 8 (金)　11:00～16:00
「ええ顔写真撮りまっせ♪」
モモの家でプロフィールなどに使える写真の撮影会をします☆
撮影が苦手な方もKayoco Japanの手に委ねれば大丈夫！ぜひ☆
１cutです。５枚位のデータをメールで納品します。

【参加費】 会員/3500 円、 一般/4000 円 
【参加定員】10 名
※ 要予約（ 5日前までに）
【お問合せ・申し込み先】　かよこじゃぱん
        09093404248 / kayoco.japan@gmail.com

岡部さん[お産の話]
一万年の旅路

ホメオパシー講座 6/17 (日) 13:00~17:00(12:30オープン)　

日本の霊性とルドルフ・シュタイナー
～日本とヨーロッパの精神文化を考える～
あらゆる文化の背景には、その民族固有の精神性、または霊性が働いています。
これからの新しい精神文化について、ルドルフ・シュタイナーの人智学的視点を
交えて考えます。

【参加費】３０００円
【予約・問い合わせ】seisinsi1861@gmail.com
080-7042-6776（２０時以降／中西）
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ええ顔写真
撮りまっせ♪

しごと場プロジェクト

夏至

手しごとカフェ　
野菜市　

noi&zenライブ＆
マルシェ

コスモクロス　
木曜ランチ　
モモカフェ　
ゆるめる時間

　漆ワークショップ

6/22 (金)14:00～17:00（受付開始13:45～）
からだの歪みチェックと骨盤調整

貴方の肩の高さ、耳の高さ、は左右同じですか？
少しの歪みが自律神経に影響してしまいます。
正しい姿勢を知って今より楽に過ごしませんか？

【参加費】 （会員）2,500 円 （一般） 3,000 円
 【参加定員】限定3 名/ 要予約(前日までに)
【お問合せ・申し込み先】
  080-3786-8744  / hearty-smile.0414@i.softbank.jp
   (田上千里)

コスモクロス　
木曜ランチ

　モモカフェ　

手しごとカフェ
野菜市　

手しごとカフェ　
野菜市  
薬膳茶会

6/13  (水)　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。
カット3000円　
要予約
【申込】080-6121-6756　(みかりん)

運営会議　

22 23

しごと場プロジェクト

裏に
続きます～

24 25 ○満月

月桃三線会
手しごとカフェ　

野菜市
青空美容室

ハンドトリートメント

昭和の日

しごと場プロジェクト
からだの歪みチェック

と骨盤調整

6/13  (水)　14:00～18:00 
（受付終了時間　17:00）

　ハンドトリートメント in モモ　
アーユルヴェーダの智慧を生かした
ハンドトリートメントはいかが？
(ヘッドマッサージもあります♪)
ご自身の体質を簡単にチェックさせて頂き、
オイルを選んで丁寧にトリートメントしまあす☆
（体質チェックのみも実施中！
※ドーシャ別ティ－付で500円です。 
※お茶のみでも販売します（１包100円）)

【参加費】1000円 ＋カフェでワンオーダー
◆アーユルヴェーダの万能美容オイル
「美らさ～なや」でのトリートメントを実施中！！
   （セサミオイルのみだと700円です）。
【予約・問合せ】shanshankotokoto@yahoo.co.jp
(あんて☆ドゥ☆しゃんこと）
 又はfacebookページ「あんて☆ドゥ☆しゃんこと」まで。

6/11 (月)  13:30～16:00
「漆ワークショップ」
割れたり欠けたりした陶器を、漆を使って直す
技術を身につけましょう♪
＊要予約

【参加費】初回2500円・2回目以降2000円 
           (会員は各500円引き)
＊修理するものによりますが、
   最低でも2回の行程は必要です。
(一度に複数個修理出来ます)

【持ち物】アームカバー・エプロン・直したい器
(直せない物もありますが、
 とりあえず何でも持って来て下さい！)

【予約・問合せ】080-3789-2722(やまね)
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5/30

かえるカフェ

5/315/295/28

コスモクロス　
木曜ランチ　
モモカフェ　
「アリゾナ・ホピ
の旅報告会」

6/6 (水)　18: 30 ～22:00 
「noiとzenライブとおむすびごはん＆マルシェ」
熊本の「noiとzen」がモモにやってきます！
ハートと魂に響く歌声とむすび食堂のごはん。
そして楽しいマルシェ♪
マルシェ出店募集中～♪
ライブスタート19:00
【ライブ参加費】投げ銭
【むすびごはん】1000円(ご予約ください)
【お問い合わせ】musubishokudo@gmail.com

7/22

モモ総会

お知らせ！
ぜひ
　ぜひ！

6/19 (火)13 :00 ～17:00  
お産シリーズ第3弾
「陰陽五行で見る現代の女性の身体」
by岡部賢二さん
マクロビオティックを全国で広めている
岡部賢二さんを迎え「女性の身体」を
テーマにお話しをお聞きします。
内臓の働きや食事、月のリズムで起こる
身体の変化など、目からウロコの内容が満載。
【参加費】2500円＋ギフト(講師へのお礼と会場代
　　　　　　　　　　　　今後の活動への恩送り)
【申し込み・問合せ】
Cross.pollinators@gmail.com(冨田栄里)

6/21 (木)13:00～16:30（受付終了時間）
ゆるめる時間

●ibマッピングは潜在意識を言語に置き換える
ココロの整理術です。（６０分）
[参加費無料]（カフェでワンオーダーお願いします）

●五感ふみふみ
足で踏んで全身のリンパの流れをよくするケアです。
色を選んでそれに対応した香りにてヘッドマッサージ
させて頂きます。
【料金】60分/3.000円
※柔らかい生地のズボンをお持ち下さい
※いずれも要予約

【お問合せ・申し込み先】
shoko.5775@i.softbank.jp　（やまぐち しょうこ）

6/26 (火)11:00～15:00
ホメオパシー講座 全5回
２回目のテーマは「ケガとトラウマ」です。

日々の体調管理にホメオパシーを使えるよう、丁寧にお伝えします。
※資料・ランチ付き

【参加費】
5回セット (会員)17000円 / (一般)18000円
・単回ご参加 1回につき 4000円
※今後も続けてご参加される場合は割引あります。ご相談下さい。
＊完全予約制
【予約・問合せ】
080-6121-6756 / wakuwaku444mika@gmail.com(イイダミカ)

6/13(水) 11:00～12:30
月桃（ツキモモ）琉球三線会
琉球三線の練習会です
沖縄民謡などの曲を弾けるようになろう！
初心者歓迎

【参加費】500円
＊三線レンタル先着3名（300円）
【問合せ】080-3789-2722　やまね
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mailto:shanshankotokoto@yahoo.co.jp

	ページ 1
	ページ 2

