
8/20(日) 午後１時～午後３時   
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対象：親子2人1組（5歳以上・3人不可）    

定員：15組 30名   参加費：200円   

女性気象予報士による、お天気教室です。 
クイズや簡単な実験で、お子様と一緒に楽しく気象について学べます。 
雲を作る実験は、身近にある物を使って簡単・安全に行うことができ、 
夏休みの自由研究にピッタリ！ 
さらに、気象災害から身を守るために防災の話もします。 
親子そろって是非ご参加ください！ 協力：(一社) 日本気象予報士会 

         サニーエンジェルス  
※申込方法、申込先はＰ４左上を参照ください 

http://3.bp.blogspot.com/-Oycn9uh7pj0/UZoVfn6Q-gI/AAAAAAAATjY/Cm9JIxtQK9Y/s800/fukidashi09.png


●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。 

紙と割箸と楊枝で作る傘 

【申込抽選・参加費:200円】 

環境・リサイクル講座  
ケナフの紙すき 

【申込抽選・参加費:400円】 

 【申込不要・無料】 

※小学3年生以下は 

   保護者同伴 

さざんかの実で昆虫作り 

日曜こども工作教室 
牛乳パックでキューブ作り 

サンデーキッズ 
8/27 
(日) 

つくる 

カラータイルの 
  フォトフレーム 

8/13 
(日) 

つくる 

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) 】 

【申込抽選・参加費:200円】 

8/10(木) 

8/17(木) 

つくる 

8/6 
(日) 

つくる 

8/18 
(金) 

つくる 

8/24 
(木) 

つくる 

浴衣地で作る 
湯上りムームー（2日制） 

  親子2人1組（定員20組40名） 
 《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》 

 ※講座の申込方法等の詳細は、4ページをご覧ください。 

傘の手入れを 
学ぼう 
【申込不要・無料】 

１人１本限定 ＊部品代別途 

8/19 
(土) 

まなぶ 

胸元のアップ 

表 裏 

期間：7/21(金) ～ 8/31(木) 

対象：足立区内在住又は在学の小学生・中学生 

期間中の休館日 

7月24,31 ・ 8月7,11,14,21,28 

※ 注 意 事 項 ※  
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【申込抽選・無料】 

対象：中学生以下 

※小学3年生以下は 

   保護者同伴 

夏休み    
思い出の写真を
入れよう！ 

場所：あだち再生館 2階 学習室 

http://2.bp.blogspot.com/-kTM5zz8CDY4/VkLHWfvflJI/AAAAAAAA0Vg/bvWOXy_28Oo/s800/study_wakaru_girl.png
http://4.bp.blogspot.com/-aQsRGok8rpg/VkLHWLkUrtI/AAAAAAAA0Vc/_yl2mG6H36k/s800/study_wakaru_boy.png


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 
パネルを見て考え、クイズを探して答えよう！ 
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9月12日(火) 午前10時～午後１時 

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。 ※受け入れ、引取いずれも来館（配送はありません） 

※お一人様 
1ヶ月 1点まで 

あだち 
再生館      １階バックヤード   ご家庭で不要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。 

小型家具の受け入れ、展示・販売のご案内 

8/19(土) 
 午後１時20分～午後３時 
 足立清掃工場集合・解散 

対象：親子2人1組    

定員：10組 20名 

  費用：20円 募集開始：7/26(水) 先着順  

お問合せ・申込み：中央本町地域学習センター 

☎03-3852-1431 

9/3(日) 午前10時～午後３時 

★フードドライブ（未利用食品の回収）      
※回収対象などの詳細は９月号でご案内します。 

20周年記念 

7/21(金) ～ 8/31(木)   

ごみや環境問題に 
ついて考えよう！ 

事前申込〈抽選〉（締切:8月27日） 

☆整理収納講座 

「シニアのお片付け解決法」 

講師：整理収納アドバイザー認定講師 牛田まさみ先生 

時間：午前10時～正午 

定員：20組  

費用：４00円（テキスト代含む） 

☆こどもミニフリーマーケット 

時間：午前10時～午後3時 

募集区画：5区画 

対象：区内在住の小学生 

    （保護者同伴） 

出店料：無料 

※申込方法、申込先はＰ４左上を参照ください。 

申込不要 （無料） 

☆リサイクル体験講座 

☆読み語りとハーモニカ・コンサート 

☆おもちゃトレードセンター 

☆小型家具の展示と購入申込み 

☆クイズラリー・ゲーム（参加賞あり） 

☆スーパーボールすくいなど 

http://4.bp.blogspot.com/-MBBQ5L4AAi8/VRUQF4gg6tI/AAAAAAAAsgM/8QrvmsTIEaI/s800/kagu_tansu.png
http://2.bp.blogspot.com/-jgjZlqlH01Q/V4whTWlkZQI/AAAAAAAA8V8/_My0W3z_bh0e9bhpInuoJH5mJ7_UHLl9QCLcB/s800/omatsuri_fukuro_superball.png


6日・20日・27日（毎週日曜日） 

午前１０時～午後３時 

あだち再生館 2Ｆ 工房室 

5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 
8月の休館日 

 7日・11日・14日・21日・ 28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（24日）も休み 

   
講座名 日程 時間  参加費 定員 持ち物・備考 

親子で天体望遠鏡作り   8/5(土) 午前10時～正午 
2人1組    
2,500円 
（材料費含む） 

 親子2人1組    

(定員20組)  
 セロテープ 木工ボンド 輪ゴム 6本   

 はさみ お手拭き ※子どものみや3人は不可 

ケナフの紙すき 
 対象：中学生以下 
 （小学3年生以下は保護者同伴） 

8/6(日) 午前10時～正午 無料 10名 筆記具 ノート 

浴衣地で作る湯上りムームー      
            (2日制) 

8/10(木)   

   17(木) 
午前10時～正午 400円 10名 

浴衣は解いてアイロンをかけてくる 
型紙用に新聞紙３枚  薄手の芯地 30×30㎝ 
裁縫道具 

日曜こども工作教室  
「さざんかで作るチョウ」       
              (申込不要) 

8/13(日) 午前10時～正午 無料 自由参加 

なし 
※小学３年生以下は 

 保護者同伴 

※大人だけの参加可 

カラータイルのフォトフレーム 8/18(金) 午前10時～正午 200円 10名 お手拭 

傘の手入れを学ぼう         
            （申込不要） 

8/19(土) 午前10時～正午 
無料 

部品代別途 

 
自由参加 

 

手入れを学びたい傘（ひとり1本限定） 

夏休み親子特別講座 
「ペットボトルで雲を作ろう」 8/20(日) 午後1時～午後3時 

2人1組       
200円 

 
親子2人1組     
(定員15組) 

 

なし ※子どものみや3人は不可 
紙と割箸と楊枝で作る傘 8/24(木) 午前10時～正午 200円 10名 

包装紙か折り紙（色柄違い）15×15㎝ 10枚 
割箸（丸箸が望ましい）15㎝  楊枝 8本 

サンデーキッズ      
「牛乳パックでキューブ作り」     
              (申込不要) 

8/27(日) 午前10時～正午 無料 自由参加 
なし  
※小学３年生以下は保護者同伴 
※大人だけでも参加可 

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 自由参加 

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 

８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！  
８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） 

  ※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 
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業者出店 
危険物販売不可 

夏休みこどもミニフリーマーケット 
対象：区内在住の小学生（保護者同伴） 

8月13日（日）午前10時～正午 

あだち再生館２Ｆ 工房室 

※こども用品限定（文房具、衣類、おもちゃ等） 

５区画（1世帯／1区画：約150×150cm ） 

※抽選。当選者のみハガキ通知 

100円（※値付け上限は500円） 

窓口、電話、FAX、ハガキで「こどもミニフリマ」、 
住所、氏名（保護者と本人）、学年、電話番号を 
開催の1週間前（8月6日（日））までにご連絡ください。 

開催日時 

募集区画 

出店料 
申込方法 

場   所 

申

込

方

法 


