
10月は 

推進月間です 
※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 
※小型家具の販売は毎月抽選 

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、小型家具などを、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。 

 あだち再生館の 

「３Ｒパネル・クイズ」で 

      《３Ｒ》を学ぼう！ 

あだち再生館では、 

 

        を実施しています。 

   毎週日曜日 10時 ～ 16時 

再生館ショップへ行こう！ 

「ごみを減らすこと」「くりかえし使うこと」

「資源を再利用すること」。この環境に優しい

生活を実践するための キーワードが《３R》。 

パネルを見て、クイズに答えて 

今日からあなたも３Rの達人に！ 

10月1日（日）～10月31日（火） 
 あだち再生館 1階ロビー 入場無料 

3Ｒ推進月間 特別企画！ 
クイズ回答者には 

粗品をプレゼント！ 

※申込方法等の詳細は、 
   4ページをご覧ください。 

開店時間：10時～16時 あだち再生館1階 
（品物の持ち込みは9時～17時まで2階にて受付） 



    環境・ 
リサイクル 
   講座 
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※申込方法等の詳細は、 
4ページをご覧ください。 

 余り毛糸で作る 
    座布団 (2日制) 

【申込抽選・参加費:400円】 

10/21 
(土) 

まなぶ 

10/12(木) 

10/19(木) 

つくる 

10/24(火) 

10/31(火) 

つくる 

                      秋のエコ掃除 
～ 夏じまい・冬支度のお片付けとお掃除 ～ 
             

   傘の手入れを学ぼう 
【申込不要・無料・部品代別途】 

 

当日の持ち込みは
１人１本限定 

  着物の着付け 
      （女性向け） 

【申込抽選・参加費:200円】 

 

 さき布で 
  ぞうり作り(2日制) 

【申込抽選・参加費:500円】 

 

10/28 
(土) 

まなぶ 

10/14 
(土) 

まなぶ 

● 日曜こども工作教室 ● 

  廃材で作る 

    手動プロペラ 

10/8 
 (日) 

つくる 

10/15 
(日) 

つくる 

10/5(木) 

10/26(木) 

つくる 

着物から作る作務衣風 
    ジャケット (2日制) 

【申込抽選・参加費:400円】 

10/18(水) 

10/25(水) 

つくる 

羽織・着物から 
作る携帯袋 (2日制) 

【申込抽選・参加費:400円】 

 再生館は「こどもフリーマーケット」で参加します        

                                   （出店申込は終了しています）。 

          フリーマーケット 出店者募集！ 

   申込締切：10/7(金) 出店費用：200円 

 詳しくはあだち再生館までお問合せください。☎03-3880-9800 

あだち区民まつり (A-フェスタ) 

日時：10月7日(土)・8日(日) 

場所：荒川河川敷 虹の広場 

くらしフェスタ (消費生活展) 

日時：10月28日(土)・29日(日) 

場所：エル・ソフィア 

広げた状態 

畳んだ状態 

講師: 阿久津先生 

カビ対策や家電品の収納のアイデアがいっぱい 

● サンデーキッズ ● 

  牛乳パックの 

    紙ひこうき 

家事道家元  阿久津先生による 
お掃除講座 

【申込抽選・参加費:200円】 

※小学3年生以下は保護者同伴 

【申込不要・無料】 

http://3.bp.blogspot.com/-MGd0Z_T_fn4/VZt5DJ5IAGI/AAAAAAAAuyU/2EClnKUNgmo/s800/fuku_tatamu.png


12月12日(火) 10時～13時 

☆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。 

●異常気象のサバイバル１・２ 

●環境法の考え方１・２   

●小さな生きもののかたちの国で   

●震災が起きた後で死なないために 

●エコツーリズム こころ踊る里山の旅 

●環境がわかる絵本  

●再生可能エネルギー技術 他多数 

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  

■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 

■申込方法：電話又はあだち再生館受付へ事前連絡  

         ☎03-3880-9800  

     ※お持込の日時予約を必ずお取りください。 

       
 
 

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

■ご購入方法：  

 ①ご希望の品の購入申込みを行う。 

 ②10月25日（水）に抽選（申込多数の場合） 

 ③お支払い（11月 1 日(水)まで） 

 ④お引取り（11月21日(火)まで） 
 
     

 ■展示・販売 

 ■対象〈受け入れ・購入ともに〉 

  ご家庭で不用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 

 受入後、再生館ショップで格安で販売 
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場所：１階バックヤード 
           (あだち再生館) 

  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） 

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 

10月13日(金) 10時～13時 

11月16日(木) 10時～13時 

  ※受け入れ、お引取り いずれもご来館をお願いします。 
                 (配送はありません) 

場所：あだち再生館 ２階 

 ※ 貸出期間：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。 

おもちゃトレードセンター 

○ 参 加 方 法 ○ 

① 使わなくなった電気、電池、ぜんまいで 

動くおもちゃをご持参ください。 

② おもちゃの状態に応じてポイント分の 

スタンプをポイントカードへ押印します。 

 （スタンプ1つ＝500ポイント） 

③ 貯めたポイントで好きなおもちゃと交換！ 

新聞以外は 
貸出ＯＫ！ 

毎月第2 
日曜開催 

3Ｒ推進月間 
特別企画！ 

おもトレご利用者に 

500 ポイントプレゼント！ 

出前講座  

10月15日 日 

会場：ポンテポルタ千住 
          （京成線 千住大橋駅前） ※１階：プロローゴ広場 

こども向け工作体験 
木のコマや紙とんぼ

作りを予定。 
親子で楽しめます！ 

木のコマ：不用になったテーブルやコタツの足を輪切りにした
ものに丸割箸を差し込んでつくります。 

紙とんぼ：牛乳パックを羽根にストローを軸にしてつくります。 

11時～15時 
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1日・8日・15日・ 22日・ 29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 
10月の休館日 

 2日・9日・10日・16日・ 23日・ 30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（26日）も休み 

   
講座名 日程 時間  参加費 定員 持ち物・備考 

着物から作る          
 作務衣風ジャケット（2日制） 

10/5(木)  
   26(木) 

午前10時～正午 400円 10名 
着物(着なくなった着物をほどいてアイロンを  

       かけてくる)  型紙用紙(新聞紙大)3枚 

薄い芯(衿布に薄地の接着芯を貼る) 裁縫道具 

日曜こども工作教室  
「廃材で作る手動プロペラ」     
              (申込不要) 

10/8(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 

余り毛糸で作る座布団(2日制) 
10/12(木)  
   19(木) 

午前10時～正午 400円 10名 
アクリル毛糸(極太か並太)350g   
または(中細)400g  飾り毛糸(同じ太さ)40g 
かぎ針(7号か8号) 

整理収納講座 
「秋のエコ掃除 夏じまい      
    冬支度のお片付けとお掃除」 

10/14(土) 午後1時～3時 200円 20名 
最終的な夏じまいと本格的な秋冬支度。カビ対
策や家電製品の収納についての講義。 

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

10/15(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  

羽織・着物から作る携帯袋 
            （2日制）  

10/18(水)  
   25(水) 

午前10時～正午 400円 10名 

本体袋  
  表布（着物地）36～38×110㎝  1枚 
  （長い布がない場合  36～38×55㎝  2枚） 
  裏布 （着物地) 36～38×110㎝  1枚 
  （長い布がない場合  36～38×55㎝  2枚） 
小袋 
  表布 16×30㎝  1枚 
  裏布 16×30㎝  1枚      裁縫道具 

傘の手入れを学ぼう         
           （申込不要） 

10/21(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） 

さき布でぞうり作り 
               （2日制） 

10/24(火)  
   31(火) 

午前10時～正午 500円 10名 木綿布 または 浴衣地 8×150㎝ 20本 

大判ハンカチ 2枚   裁縫道具 

着物の着付け  （女性向け） 10/28(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       

１０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） 

10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 

-4- 

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。 

   毎月第2日曜日 

    おもちゃ 

 トレードセンター 

    同時開催！   


