
【申込抽選・参加費:400円】 

ネクタイから 
フタつきポーチ 

(2日制) 

足立区内在住・在勤・在学の方 
           （小学生以上18歳未満は保護者同伴） 

    

平成29年4月1日 第60号 

発行 あだち再生館 

    〒120-0011 足立区中央本町2-9-1 

電話 03-3880-9800 

FAX 03-3880-9801 

URL http://adachi-saiseikan.com/ 

春のエコ掃除 

■日時：4月22日(土)  午後1時～3時 ■定員：20名(抽選) ■参加費：200円 

 ■受け入れ 

小型家具の受け入れ、展示・販売の開始 

■対象：ご家庭で不用になった小型家具 
      ◎1辺の最長:120cmまで  
      ◎縦×横×高さの3辺の合計:250cmまで 
      ◎1回のご提供：3点まで  

■申込方法：電話又はあだち再生館受付へ事前連絡  

       ☎03-3880-9800    

■展示品：◎毎月約30点ほどの小型家具を展示。 

       ◎展示時間：10時～16時 
       ※第4木曜日は、入替のため定休日。 
     

【展示開始日：4月1日(土)】 

■対象外：◎傷、汚れ、欠け、部品不足等 

       ◎電化製品(家電含む)・業務用製品 
       ◎介護用品、ベビーベッド等 
       

■ご購入方法：  
 ①ご希望の品の購入申込みを行う。 
 ②毎月第4水曜日に抽選（申込多数の場合） 

 ③お支払い（抽選日から7日後まで） 
 ④お引取り（抽選日から翌月抽せん日前日まで） 

※お申込みはお一人様 1ヶ月 1点まで 

 ■展示・販売 

 ■対象〈受け入れ・購入ともに〉 

※お持込の日時予約を必ず 
       お取りください。 

  ご家庭で不用になった小型家具を無償で受け入れさせていただき、低価格でご提供させていただきます。 

～お家事(うちごと)を通して 

帰りたくなる家づくり環境整美～ 

講師: 阿久津先生 

家族が帰りたくなる、綺麗が当たり前の        生活にするための３つの方法をお話しします。 
Ｖ衿のチュニック 

(2日制) 

リサイクル講座 ① 

綿のパンツ 
(2日制) 

【申込抽選・参加費:400円】 【申込抽選・参加費:400円】 

ハギレで作る 
クレージーキルト 

(2日制) 

【申込抽選・参加費:400円】 

＊裾のアップ 

＊スナップ ファスナー 
オープン 

 

※受け入れ、引取いずれも来館（配送はありません） 

せいび 

※リサイクル講座は、2ページ目にも掲載がございます。 
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リサイクル講座 ② 

折り紙で小物入れ 
【申込抽選・参加費:200円】 

布絵(茄子) 

【申込抽選・参加費:500円】 

←【申込不要・無料】→ 
【毎月第2日曜日開催】 

※小学3年生以下は保護者同伴 
【毎月第3日曜日開催】 

 5月の講座告知 

金継ぎ講座 

（材料費含む） 

割れたり欠けたりした

大切な器を修復する

「金継ぎ」を学びます。 

【参加費:700円】 

様々な容器のリサイクル 展 
4月1日(土) ～ 5月31日(水)  

あだち再生館 1階ロビー 

スチール缶・アルミ缶 

    常設パネル 展 
      あだち再生館 2階 

環境(エコ)ラベル パネル展 

ECO印刷でCO2削減 パネル展 

地球にやさしい 
 ECOジョーズシステム パネル展 

エコマーク パネル展 

カン、ビン、紙など、 

身近な容器の 

リサイクルを知ろう！ 

再生館ショップへ行こう！   図書コーナー 
環境・リサイクルについての本や、 

 月刊誌、新聞などをその場でご覧いただけます。 

※貸出ＯＫ！ 期間：2週間(おひとり3冊まで） 
初めてご利用される方は、ご住所を確認できるものをお持ちください。 

☆定期購読紙・雑誌☆ 

●環境新聞 

●趣味の園芸 

●ESSE 

●毎日が発見 

●ソトコト 

●すてきにハンドメイド 

●日経エコロジー 

●フリマガイド 

●ecomom(季刊) 

傘の手入れを学ぼう 

着物の着付け 

【申込抽選・参加費:200円】 

【申込不要・無料】 

※手入れを学びたい傘を 

お持ちください。一人１本限定。 

※不用品の受け入れ（おひとり1回10点まで） 
洋服、子ども服、着物、食器、靴、雑貨など 

使わなくなったけれど、 

※捨てるのはもったいない衣類や日用雑貨などを、 

区民の皆様より無償でご提供いただき、 

超おトクなプライスで展示・販売しています。 

  お菓子の包装紙 

紙かぶとを作ろう 

（部品代別途） 

（材料費含む） 

か
べ
登
り
モ
ン
ス
タ
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舎 人 公 園 
千 本 桜 ま つ り

4/1･2 
SAT SUN 

午前10時 ～ 午後４時 

都 立 舎 人 公 園 

同  時  開  催 （日暮里・舎人ライナー舎人公園駅下車すぐ） 

舎人公園 
桜ライトアップ  /25 ～ /2  

土 
午後５時～午後８時  

日 花 
めぐり 
バス 3 4  /1 ･2  4 

土 日 
午前９時～午後４時

あだち再生館  
も参加します。 

 ハートの小物入れ 

 どんぐりのペンダント 

 木のマグネット 
 シャツ型の香り袋 

リサイクル体験講座 

公園西側のドッグラン前付近 



2日・9日・16日・23日・ 30日（毎週日曜日） 

午前１０時～午後３時 

あだち再生館前（雨天中止） 

10区画（業者出店、危険物販売不可） 

※抽選。当選者のみハガキ通知 

１００円   

窓口、電話、FAX、ハガキで 

住所、氏名（フリガナ）、電話番号、希望日を 

開催の1週間前までにご連絡ください。 

 

開催日 

時 間 

募集区画 

出店料 

申込方法 

場 所 

あだち再生館 
4月の休館日 

 3日・10日・17日・24日・29日 

 ※月曜日が祝日のときは火曜日も休館 

 ※再生館ショップは、第４木曜日（２7日）も休み 

  

 

講座名 日程 時間  参加費 持ち物・備考 

ネクタイからフタ付ポーチ            （2日制） 4/7(金)    
4/14(金) 

午前10時～正午 400円 
ネクタイ2本 裏布 40×25cm 平ゴム20cm 
       接着芯 40×25cm スナップ 1組 
      キルト芯 35×30cm 裁縫道具  

傘の手入れを学ぼう         
        （申込不要） 

4/8(土) 午前10時～正午 無料 
部品代別途 

手入れを学びたい傘（ひとり1本限定） 

日曜こども工作教室  
「 かべ登りモンスター 」       
        （申込不要） 

4/9(日) 午前10時～正午 無料 
なし 
※小学３年生以下は保護者同伴 

※大人だけでも参加可 

綿のパンツ       (2日制) 
4/11(火)    
4/25(火) 

午前10時～正午 400円 
綿もしくは夏のウール（幅140×100cm か    
幅110×200cm）どちらか1枚 定規 筆記具 
裁縫道具 

布絵 4/12(水) 午後1時～3時 500円  
(材料費含む) 

使い古しのハガキ 1枚 

折り紙で小物入れ 4/13(木) 午前10時～正午 200円 折り紙 色違い 16枚 洗濯バサミ8個 

サンデーキッズ 
「 紙かぶとを作ろう 」     
        （申込不要） 

4/16(日) 午前10時～正午 無料 
なし  
※小学３年生以下は保護者同伴 
※大人だけでも参加可 

Ｖ衿のチュニック    (2日制) 
4/20(木)    
4/27(木) 

午前10時～正午 400円 
着物 1枚（ほどいてアイロンをかけてくる） 
型紙用紙 接着芯 少々 裁縫道具 

ハギレで作る        
クレージーキルト  (2日制) 

4/21(金)    
4/28(金) 

午前10時～正午 400円 
表布 10×23cm バイヤス布 4×70cm(接ぎ可) 
裏布 10×23cm キルト芯 10×23cm 
ファスナー20cm 裁縫道具 

着物の着付け           （女性向け） 4/22(土) 午前10時～正午 200円 

着物、足袋、裾よけ、肌襦袢、長襦袢、紐7本、 
襟芯、タオル3～5枚、伊達締2本、輪ゴム2本、 
洗濯ばさみ3個、帯、帯板、帯枕、帯揚げ、 
帯締め 

春のエコ掃除～お家事(うちご
と)を通して帰りたくなる家づ
くり環境整美～ ＊定員20名 
      せいび 

4/22(土) 午後1時～3時 200円 なし  

金継ぎ講座 
きんつ 

5/7(日) 午後1時～3時 700円  
(材料費含む) 

割れたり欠けたりした食器（ひとり1個限定） 

４月講座 
五反野駅  徒歩１０分 

梅島駅   徒歩１５分  

北４７（北千住駅から足立区役所、竹ノ塚駅、足立清掃工場行） 

弥生町  徒歩５分 

※駐車場がないため、車での来館はご遠慮ください。 

東武線  

都バス 

休館日 （原則毎週月曜日・祝日） 

毎月第２日曜日 

おもちゃトレードセンター 

同時開催！  

4月のミニフリーマーケット 
  第四中 

対  象：区内在住・在勤・在学の方（小学3年生以下は保護者同伴） 

申込方法：窓口・電話・ハガキ・FAX（重複申し込み無効） 

  定員10名 ※応募者多数の場合抽選、当選者のみハガキ通知 

申込締切：開講日1週間前（休館日と重なる時は、休館日の前日） 

【毎月第3日曜日開催】 

アクセス 


