
期間：7/21(金) ～ 8/31(木) 

午前9時～午後5時   
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あだち再生館2階の学習室を自習室として開放します。 
涼しい再生館で勉強しませんか？ 

対象：足立区内在住又は在学の小学生・中学生 
    

   学習室って 
  こんなところ 

   ※ 注 意 事 項 ※ 

・学習に必要なもの以外の使用は禁止です。 

・携帯電話、パソコン、ゲーム、おしゃべりは禁止です。 

・学習室が使用できない場合は、リフォーム室の開放となります。 

・学習室内での水分補給以外の飲食はできません。 

・職員の巡回あり、常駐はありません。 

・環境・リサイクル関係の図書がたくさんあります。 

（期間中の休館日：7/24､31､8/7､11､14､21､28日） 

  

再生館には自由研究や工作のヒントがいっぱい！ 

学習室で水分補給 

以外の飲食は禁止 

http://4.bp.blogspot.com/-Ky1cvFp8PW8/VMItjouDJvI/AAAAAAAAqvM/E0y79Jlz8Wg/s800/line_book.png
http://2.bp.blogspot.com/-9AuHo7lQM_k/VmFjQUHgvWI/AAAAAAAA1Ss/f4pkGtm9X2Y/s800/book_character_smile.png
http://3.bp.blogspot.com/-FJiaJ8gidCs/Ugsu-rSFw0I/AAAAAAAAXNA/JFiIUoxggW4/s800/book_tate.png


 木のマグネット 
 香りの帽子 

 どんぐりのペンダント 
ハート型の小物入れ 

 さおり織り 

 さおり織り 

エコクラフトで 
 作るかご（2日制） 

端切れでつくる 
 ポーチ（2日制） 

 【申込抽選・参加費:400円】 

【申込抽選・参加費:900円】 

環境・リサイクル講座  

羽織・着物で作る 
スタンドペンケース 

【申込抽選・参加費:400円】 

浴衣の着付け 

【申込抽選・参加費:200円】 

Ｔシャツに 
 ステンシル 

 
※申込方法等の詳細は、4ページをご覧ください。 

 【申込不要・無料】 

※小学3年生以下は 

   保護者同伴 

赤トンボとコマ 

日曜こども工作教室 
牛乳パックで紙ひこうき 

サンデーキッズ 
7/11(火) 

7/25(火) 

7/21 
(金) 

開いたところ 

（2日制） 

タンスで眠っている浴衣を着て街へ出よう！ 
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つくる 

7/20(木) 

7/27(木) 

つくる 

7/14(金) 

7/28(金) 

つくる 

7/12(水) 

7/19(水) 

つくる 

つくる 

7/16 
(日) 

つくる 

7/22 
(土) 

まなぶ 

7/13 
(木) 

まなぶ 

自転車の 
手入れを学ぼう 

【申込不要・無料・部品代別途】 

１人１台 

余り布でキャミソール 
(ブラウスのインナー） 

 （2日制） 
【申込抽選・参加費:300円】 

7/29 
(土) 

つくる 

親子で万華鏡作り 

参加費:200円(2人1組) 】 

親子2人1組(定員15組30名) 

 【申込抽選・対象:小学生 

7/9 
(日) 

つくる 

開いたところ 

(女性向け) 

8/5 
(土) 

つくる 

親子で 
天体望遠鏡作り 

 【申込抽選・対象:５歳以上 

参加費:2､500円(2人1組) 】 

親子2人1組(定員20組40名) 

どちらも子どもと保護者の
２人１組です。子どものみ

や３人は不可。 

【申込抽選・参加費:500円】 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1496543256/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QtaW10LmpwL2FyY2hpdmVzLzAwNjc4Ni5zbXBsLnBuZw--/RS=^ADB_Bjrcvp9ARWSCj0CXBrjXDKF8PU-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUnMyTUlPSmZXd3Q3NWktb1VOSm9zQUZrVlNpREdZc2FsYTNQM0E5UU1tSVR0dDhLNFhSYTNIZ05sawRwAzZLYXE1YTJRNDRHdTQ0S2s0NE9wNDRLNTQ0T0k1NFNoNXBhWgRwb3MDMTI5BHNlYwNzaHcEc2xrA3J


☆定期購読 雑誌(一例)☆ 

☆新着図書の紹介☆ 

    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。 

●いのちのひろがり   

●eco検定  公式  過去・模擬問題集  2017年版   

●eco検定  公式テキスト  改訂6版 

●決定版！グリーンインフラ 

●Windows Scape 3 窓の仕事学  

●環境コミュニティ大作戦 

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） 

    

 ■受け入れ 

■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。 
     

■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） 

 ■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。 

※受け入れ、引取いずれも来館（配送はありません） 

小型家具の受け入れ、展示・販売のご案内 

※お一人様 
1ヶ月 1点まで 

●趣味の園芸  ●環境新聞 ●ESSE  

●毎日が発見  ●ソトコト ●日経エコロジー 他 

※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。 

いま、日本の森が元気がありません！ 
 

この森を元気にすれば、水も空気もきれいになり、 
森のめぐみがぼくらに届くよ。 

どうすれば元気になるのかを、あだち再生館の 
パネルを見て、クイズを探して、考えよう！ 

7月21日（金）～8月31日（木） 

あだち 
再生館    貸出ＯＫ！ 

商業施設へ出前講座  

京成線：千住大橋駅前 

7/29  土 

 受入後、再生館ショップで格安で販売 

会場：ポンテポルタ千住 
※１階：プロローゴ広場 
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２階 
あだち 
再生館      １階バックヤード   スタンプを集めて

景品をゲット！   無償提供品の出張受入                   
洋服、靴、カバン、食器、雑貨、文房具などで、まだ十分

使える販売可能なモノがあれば是非お持ちください。       （状態の良いもの１人１回５点まで） 
7月7日(金) 午前10時～午後１時 

8月24日(木) 午前10時～午後１時 

9月12日(火) 午前10時～午後１時 

舎人地域学習センター 
保塚地域学習センター 
江北地域学習センター 

夏休みこども向き工作 
ペットボトルのキャップに、            
ラベンダーのポプリを入れ、 
厚紙でフタをして、 

端切れを被せて帽子にし、 
リボンを付けて出来上がり！ 

親子で   
楽しめます！ 

午前11時～午後1時 

http://4.bp.blogspot.com/-ce7Mq8D2q3M/VnEytZOL6DI/AAAAAAAA1vQ/psQDGfs3Pqk/s800/school_toshokan_hondana.png


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（1区画：約150×150cm） 

※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 
7月の休館日 

 3日・10日・17日・18日・ 24日・31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 

日曜こども工作教室  
「赤トンボとコマ」        
             (申込不要) 

7/9(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 

端切れで作るポーチ    (2日制) 
7/11(火) 
 25(火) 

午後1時～3時 400円 

表布 28×19㎝ 2枚 接着芯 28×19㎝ 2枚 
裏布 28×19㎝ 2枚 ファスナー 40㎝ 1本 
持ち手布 (6×32㎝ 2本 6×10㎝ 1本)  
裁縫道具 

羽織・着物で作る      
スタンドペンケース    (2日制) 

7/12(水) 
   19(水）    

午前10時～正午 400円 

外布 20.4×20.4㎝（羽織や着物地） 
内布 20.4×20.4㎝（キルティング地） 
底布＋前布 8.4×34.4㎝（薄い場合接着芯を貼る） 
ポケット布 20.4×17.4㎝（底布・前布と同じ） 
タブ布 5×4㎝（底布・前布と同じ） 
ファスナー 30㎝（玉つきがあるとよい） 
裁縫道具 定規 チャコ まち針 糸 しつけ糸 

自転車の手入れを学ぼう 
                  (申込不要) 

7/13(木) 午前10時～正午 無料      
（部品代別途） 

手入れを学びたい自転車（ひとり1台） 
※参加費は無料ですが、別途部品代がかかる場合があります。 

余り布でキャミソール       
(ブラウスのインナー)  (2日制) 

7/14(金) 
   28(金）    

午前10時～正午 500円 
（型紙代含む） 

伸縮の少ない布（ポリエステル、綿、ウール） 
巾110×150㎝ または巾145×100㎝ 裁縫道具 
しつけ糸  

サンデーキッズ      
「牛乳パックの紙ひこうき」     
             (申込不要) 

7/16(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 

エコクラフトで作るかご                    (2日制) 
7/20(木) 
 27(木) 

午前10時～正午 900円  
（材料費含む） 

洗濯バサミ 10個 定規 ハサミ 

Ｔシャツにステンシル 7/21(金) 午前10時～正午 300円 
無地のＴシャツまたは無地のブラウス 1枚 
雑巾 1枚 

環境クイズ・スタンプラリー 
     (申込不要・小学生のみ) 

7/21(金)～    
 8/31(木) 

午前9時～午後4時 無料 
館内3か所の環境コーナーのクイズに答えて、 
スタンプを3つ集めると景品がもらえます。 

※対象は小学生のみ 

浴衣の着付け  （女性向け） 7/22(土) 午前10時～正午 200円 
 浴衣 半幅帯 帯板 裾よけ 肌襦袢（一部                                
 式可） 紐3本 タオル2～3枚 伊達帯1本       
 洗濯ばさみ2個 輪ゴム2本                 

親子で万華鏡作り                                
          親子2人1組     (定員15組) 

         （小学生のみや3人は不可） 

  7/29(土) 午前10時～正午 
2人1組   
200円 

お手拭 

親子で天体望遠鏡作り 
     親子2人1組     (定員20組)    

         （子どものみや3人は不可） 

 8/5(土) 午前10時～正午 
2人1組   
2,500円 
（材料費含む） 

 セロテープ 木工ボンド 輪ゴム 6本   
 はさみ お手拭き 

７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！  

７月のミニフリーマーケット アクセス 
  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） 

申込先 ：あだち再生館 〒120-0011 足立区中央本町2-9-1 

電話番号：03-3880-9800  FAX番号：03-3880-9801 

【毎月第3日曜日開催】 
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業者出店 
危険物販売不可 


