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 こどもたちに、 
     ポップコーンを 

       プレゼント！  

祝！20周年記念

9 /３ (日) 

午前10時～午後3時  

●鉄道玩具コーナー 

●こどもミニフリーマーケット 

●ゲーム（ボウリング・輪投げ） 

●クイズ・スタンプラリー 

●読み語りとコンサート 

●スーパーボールすくい 

●シャツ型香り袋   ●折り紙の小物入れ 

●木のペンダント 
●木のマグネット  

●さおり織り体験    

※品物がなくなり次第、 
 終了とさせていただきます 

http://2.bp.blogspot.com/-89DQyB6x9UM/U9zpRrrcASI/AAAAAAAAkE4/sdzaxcwIj1o/s1600/hiragana_33_tsu.png.png
http://4.bp.blogspot.com/-G3ulkEi5PTM/U9zpJc-GK8I/AAAAAAAAkCs/fN2rAtQG0RU/s1600/hiragana_13_ku.png.png
http://4.bp.blogspot.com/-9TABB1__UhI/U9zpgkAjLJI/AAAAAAAAkJE/6F7UiLAQGuU/s1600/hiragana_71_ru.png.png
http://3.bp.blogspot.com/-KqVSsXF1vFo/U9zpEUYEahI/AAAAAAAAkBY/00oPpgvnFlE/s1600/hiragana_01_a.png.png
http://4.bp.blogspot.com/-v05GOItBgyk/U9zpO4_NHSI/AAAAAAAAkEU/il-QZKMH8xQ/s1600/hiragana_25_so.png.png
http://4.bp.blogspot.com/-PvEc0PIlZNc/U9zpZ_udDII/AAAAAAAAkHM/jmquyDWrAH0/s1600/hiragana_53_bu.png.png


-2- 

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を行う。 

 ②９月27日（水）に抽選（申込多数の場合） 

 ③お支払い（10月４日(水)まで） 

 ④お引取り（10月24日(火)まで） 

 ■展示・購入申込 

 ■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、低価格でご提供いたします。 

小型家具の展示・購入申込を開始します！ 

９月３日、再生館まつり
から購入申込開始！ 

フードドライブを実施します！ 
ご家庭で 「消費しない食品」 をぜひ 「再生館まつり」 にお持ちください。 

持ち寄られた食品はフードバンクであるNPO法人セカンドハーベスト・ジャパンを通じて 

福祉団体や施設など、必要とされる人に届けられます。 

 ●お米（白米)、パスタ     ●インスタント、レトルト食品 

 ●食用油、醤油、味噌、砂糖などの調味料 

 ●缶詰（肉、魚、野菜、果物）●コーヒー、お茶などの嗜好品 等 

 ●包装や外装が破損していないもの  ●生鮮食品以外のもの 

 ●瓶詰の食品でないもの       ●未開封のもの 

 ●賞味期限が明記されており、またそれが一ヶ月以上先のもの 

 ●包装や外装を他のものに移し替えていないもの（お米は除く） 

集める食品の条件 

集める食品の種類 

 【未使用食品の回収】 

※詳細は、あだち再生館へお問合せください。 ☎ 03-3880-9800  

あだち 
再生館    ２階 
※9/3(日)のみ 
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環境・リサイクル講座  

着物の着付け 

【申込抽選・参加費:200円】 

トールペイントで 
キーケースとパスケース 

9/15 
(金) 
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つくる 

9/16 
(土) 

まなぶ 

9/14 
(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 

【申込抽選・参加費:300円】 

9/26 
(火) 

つくる 

9/17 
(日) 

つくる 

(女性向け) 

9/29 
(金) 

つくる 

余り布で作る布絵 
   「赤とんぼ」 

 
※申込方法等の詳細は、4ページをご覧ください。 

● 日曜こども工作教室 ● 

枝と廃材で作る 
ミニスダレ 

空缶でホーホー笛 

● サンデーキッズ ● 
9/10 
(日) 

つくる 

 【申込不要・無料】 

※小学3年生以下は 

   保護者同伴 

9/3 
(日) 

まなぶ 

  収納整理講座 

「シニアのお片付け 
      解決法」 

定員20組40名 (2人1組) 
※一人でも参加可 

 【申込抽選・参加費:400円】 

 【申込抽選・参加費:200円】 

9/16 
(土) 

まなぶ 

野菜くずでたい肥作り 金継ぎ講座 9/17 
(日) 

まなぶ 【申込抽選・参加費:700円】 

余り布で作る 
  アームカバー 

【申込抽選・参加費:200円】 

9/21 
(木) 

つくる 

【申込抽選・参加費:500円】 

  手作り和小物 

「猫の針山と 
  猫のブローチ」 【申込抽選・参加費:200円】 

おもちゃトレードセンター開催 



10日・17日・24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 
9月の休館日 

 4日・11日・18日・19日・ 23日・ 25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（28日）も休み 

   
講座名 日程 時間  参加費 定員 持ち物・備考 

整理収納講座 
「シニアのお片付け解決法」 

9/3(日) 午前10時～正午 
400円    

(ﾃｷｽﾄ代含む) 

20組  
(2人1組) 

なし 

※一人でも参加可 

サンデーキッズ 
「空缶でホーホー笛」       
               (申込不要) 

9/10(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  

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

9/14(木) 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。 

トールペイントでキーケースと
パスケース 

9/15(金) 午前10時～正午 300円 10名 雑巾 

着物の着付け  （女性向け） 9/16(土) 午前10時～正午 200円 10名 

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       

野菜くずでたい肥作り 9/16(土) 午後1時～3時 200円 20名 
一握りの野菜くず（水切りしたもの） 

牛乳パック 1本（洗って乾かしたもの） 

日曜こども工作教室  
「枝と廃材で作るミニスダレ」  
               (申込不要) 

9/17(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 

きんつ 

金継ぎ講座 9/17(日) 午後1時～3時 700円   
(材料費含む) 

10名 
割れたり欠けたりした食器（ひとり1個限定） 
エプロン マスク 

余り布で作るアームカバー 9/21(木) 午前10時～正午 200円 10名 
表布 34×17㎝ 2枚  ゴム 50㎝（巾5mm程） 
裏布 (薄地)34×19㎝ 2枚 
定規 裁縫道具(糸、針、待針、はさみ)必須 

手作り和小物       
「猫の針山と猫のブローチ」 

9/26(火) 午前10時～正午 
500円    

(材料費含む) 
10名 

黒と白の絹糸 針（細いビーズが通る4-2針） 
ピンセットまたは竹串 はさみ 指ぬき  

余り布で作る布絵「赤とんぼ」 9/29(金) 午前10時～正午 200円 10名 

写真たて（2Lの写真が入るもの・ガラス不要） 

台布（水色っぽい空の色）16×21㎝ 

キルト芯 12.5×18㎝   厚紙 12.5×18㎝ 

胴体（赤い布）8×6㎝ 

９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） 

９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 

申

込

方

法 
※各講座は原則、事前申し込み制です。一部の講座につきましては自由参加（申込不要）となっております。 


