
 申込方法等の詳細は、2ページをご覧ください 

協力：雪印メグミルク(株) 

乳酸菌の 

午前10時～正午 ３ ９ 
（金） 

教えます！ 

定員２０名 

ヨーグルトを常食としている東欧の村に長寿が多いことは 
ご存知ですか？ヨーグルトの健康への効果や料理への応用、

環境への配慮などの取り組みをわかりやすく教えます。 



環境・リサイクル講座 
   参加費 ￥ 定員 

マークの見方 

①着物生地 ダブル巾 150cm×145cm  
  またはシングル巾 110cm×250cm 
②製図用紙2枚 ③裁縫道具 ④定規 
⑤シャープペンシル       

持ち物 

10名 

   400円 ￥ 
10名 

①メガネケース1～2個         
 （材質はプラスチック以外）   
②雑巾 

持ち物 

   300円 ￥ 
①一握りの野菜くず（水切りしたもの） 

②牛乳パック1本（洗って乾かしたもの） 

持ち物 

 200円 ￥ 
20組 

親子2人1組 

   

なし 

持ち物 

20組 
親子2人1組 

   200円 ￥    10名 

600円 
（材料費含む） 

 

￥ 
①布 3.2×12.5cm色柄違い5枚 
②洗濯バサミ10個 ③定規（15cmくらい） 
④ハサミ ⑤ボールペン  

持ち物 
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    200円 ￥ 
20名   

10名 

900円 
 （材料費含む） 
￥ 
①洗濯ばさみ10個 ②定規 ③ハサミ 

持ち物 

なし 

持ち物 

自転車の手入れを学ぼう 

＊２日とも参加可能な方が対象です 

   3/13 (火) 
   3/27 (火) 
 

午前10時～正午 

 

10名 

①着物 ②足袋 ③裾よけ ④肌襦袢  

⑤長襦袢 ⑥紐７本 ⑦襟芯  

⑧タオル3～5枚 ⑨帯 ⑩帯板 ⑪帯枕  

⑫帯揚げ ⑬帯締め ⑭伊達締2本  

⑮輪ゴム2本 ⑯洗濯ばさみ3個 

持ち物 

   200円 ￥ ＊２日とも参加可能な方が対象です 

＊２日とも参加可能な方が対象です 

①手入れを学びたい自転車（ひとり1台） 

※別途部品代がかかる場合があります。 

持ち物 

3/8 (木) 午前10時～正午 

申込不要 

   無 料 ￥ 
 

●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 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 

●申込方法：窓口・電話・ハガキ・FAX （重複無効） 

        ※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) 

なし 

持ち物 

20名 

    200円 ￥ 
申 込 方 法 

＊5歳以上とその保護者が対象です 

＊食物アレルギーのない方が対象です 
＊小学生とその保護者が対象です 

ヨーグルトセミナー 

3/9(金) 午前10時～正午 
       協力：雪印メグミルク㈱ 

親子おやつ教室 

3/10(土) 午前10時30分～正午 
       協力：カルビー㈱ 

春のブラウス作り メガネケースにトールペイント 

3/15 (木) 午前10時～正午    3/13 (火) 
   3/27 (火) 
 

午前10時～正午 

 

エコクラフトで作るバスケット 

野菜くずでたい肥作り 

3/17 (土) 午後１時～３時    3/22 (木) 
   3/29 (木) 
 

午前10時～正午 

 

牛乳パックと端切れで作るブローチ 着物の着付けを学ぼう（女性向け） 

3/24 (土) 午前１0時～正午 

宝石の輝く万華鏡作り 

3/24 (土) 午後１時～３時 



図 書 コ ー ナ ー  あだち再生館 ２階 

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。 

新着図書の紹介 
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洋服、靴、カバン、食器、雑貨など、 
まだ十分使えるものがあれば 
是非お持ちください。 

         (１人１回５点まで) 

江北地域学習センター 

保塚地域学習センター 

5月25日(金) 午前10時～午後1時 

無償提供品の出張受入 
受入後、再生館ショップで格安で販売 

新聞以外は 
貸出ＯＫ！ ●不都合な真実 ２ 

3月13日(火) 午前10時～午後1時 

4月20日(金) 午前10時～午後1時 

舎人地域学習センター 

貸
出
期
間 

フ ー ド ド ラ イ ブ  
土日 はフードドライブ(未利用食品の回収)を実施しています。
持ち寄られた食品はNPO団体等により、必要とされる施設や
団体等に届けられます。 

※対象食品や活用方法など、詳しくはお問い合わせいただくか、 
 区のHPをご確認ください。 

あだち再生館 ２階（土日） 

 ■不用品の提供方法 

足立区内在住・在勤・在学の方を対象に、ご家庭で不用になった家具を無償で受け入れ、
低価格でご提供いたします。 

 ※大型・小型ともに1回のご予約につき3点まで受け入れいたします。 

 ※お持ち込み、お引取りいずれもご来館が必要となります（配送はありません）。 

 ※サイズ条件を満たしていた場合でも、以下の物は対象外となります。 

   【傷、汚れ、欠け、部品不足等、業務用製品、電化製品、介護用品、ベビーベッド等】 

      家具の受け入れ、展示・抽選販売のご案内 
小型家具 大型家具 

②下  見 

③持込予約 

④持  込 

予約先 ☎03-3880-9800  

1辺の最長：120cmまで 
3辺の合計：250cmまで 

右記のサイズを上回るもの 

①下見予約 

①持込予約 

②持  込 

電話又はあだち再生館受付で
お申し込みください。 

3/22(木) に当館職員が下見に伺
い受入可能か確認します。 
※前日までにおよその下見時間を 

 ご連絡いたします。 

電話又はあだち再生館受付で 
お申し込みください。 

あだち再生館までお持ち下さ
い。 

①あだち再生館1Fバックヤード 
 にて展示しております。商品 
 確認の上、購入申込を行って 
 ください。（3/27締切） 

   展示時間：午前10時～午後4時 
  （第4木曜日は入替のため定休日） 

②抽選結果発表（3/28） 

③お支払い（4/4まで） 

④お引取り（4/24まで）     

 ■購入方法（抽選販売） 

※ご購入できる家具は、 
 お一人様1ヶ月 1点まで 

川には、私たちの生活に関わるゴミが多く

漂着し、やがては海洋や地球の生態系への

悪影響が懸念される事態に至っています。

このパネル展示で川ごみの現状をお知らせ

します。 

ごみの無い美しい川を取り戻そう！ 

パ ネ ル 展   川ごみを考える  あだち再生館1階ロビー 
 3月1日(木) ～3月31日（土） 

「消費しない食品」をぜひお持ちください！ 

足立区内荒川のごみ 

 

協力：全国川ごみネットワーク 

写真提供：NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム 



申込締切：開催の1週間前まで 

子ども向け企画（申込不要・参加無料） 

※駐車場がないため、車での来館はご遠慮ください。 

5日・12日・19日・ 21日・26日  

※再生館ショップは、第４木曜日（22日）も休み 

※月曜日が祝日のときは火曜日も休館 

3月の休館日（原則毎週月曜日・祝日） 

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 

東武線  

都バス 

 ・ アクセス ・ 
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あだち再生館 ※こども工作教室、サンデーキッズは小学３年生以下の場合、 
 保護者同伴でご参加ください。 

午前10時～正午 

   営業時間のご案内 

 あ だ ち 再 生 館：午前 9 時～午後 5 時 
 

    再生館ショップ：午前10時～午後 4 時 
    （ ご提供品受入時間：午前 9 時～午後 5 時 ） 

サンデーキッズ 日曜 
こども工作教室 

3/18 (日) 

午前10時～正午 

 どんぐりのヤジロベエ 

 不用なおもちゃを持ってきてね！  おもちゃトレードセンター 
3月 11 日(日) 

ミニ フリーマーケット 
時 間：午前１０時～午後３時 

場 所：あだち再生館 ショップ前 
業者出店、危険物販売不可 

3 月 4日・11日・18日・25日                                 

③ 貯めたポイントで 

    好きなおもちゃと交換！ 

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。 

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。 

参加方法 

午前10時～午後4時 

募集区画：10区画（1区画：約150×150cm） 

       ※抽選。当選者のみハガキ通知 

 

毎週日曜 
 開催 

出店 
したい 
方は 

出店料は 

たったの１００円！ 
お得な商品が 

きっと見つかる！ 

申込方法：窓口・電話で申込またはFAX・ハガキは 

     【住所・氏名・電話番号、希望日】明記し申込 

再生段ボールを使用したキット

で貯金箱に組立てます。 

3/11 (日) 

ぶたの貯金箱 

公園に落ちているどんぐりを

使って作る楽しい工作教室です。 

http://2.bp.blogspot.com/-ZwYKR5Zu28s/U6Qo2qAjsqI/AAAAAAAAhkM/HkbDZEJwvPs/s800/omocha_robot.png
http://1.bp.blogspot.com/-JawnQ9v5q3g/UnyHO_LYgBI/AAAAAAAAagI/A9z-FnI1FTs/s800/battery_tan2.png
http://4.bp.blogspot.com/-OL-o_-baUHw/UOFJ9Nwy93I/AAAAAAAAKDE/KZI6K2KS29M/s1600/bunbougu_hanko.png

