
平成30年6月1日 第74号 

6 ２ 8 
1 ０ ０ ０ ： 1 ２ ０ ０ ： 
定員  15名  

（木曜日）   申込方法等の詳細は、2ページをご覧ください。 

アートクレイシルバー 

アクセサリーをつくろう シルバー 

リサイクルから生まれた銀粘土（アート

クレイシルバー）を知っていますか？ 

ドライヤーやヤスリを使い、初心者の方

でも手軽に加工できます。 

あなただけのオリジナルアクセサリーを

つくってください。 

（ 写真は実寸ではありません。目安として約1.5~２cm程の大きさとなります。） 



環境・リサイクル講座 
   参加費 ￥ 定員 

マークの見方 

     

持ち物 

10名 

   900円 ￥ 
10名 

持ち物 

400円 ￥ 
①かぎ針（8号）  

持ち物 

 400円 ￥ 
10名 

   

   15名 

1,500円 
 

￥ 
なし 

持ち物 
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    300円 ￥ 
10名   

申込不要 

無料 ￥ 
①傘（折りたたみも可） 

  ※ひとり1本限定 ※部品代別途 

 

 

持ち物 

①布 112×190cm  

②型紙（包装紙）新聞紙２枚 ③裁縫道具 

 

持ち物 

環境写真の撮り方を学ぶ 

10名 

①浴衣 ②半幅帯 ③帯板 ④裾よけ  

⑤肌襦袢（一部式可） ⑥紐3本                                    

⑦タオル2～3枚 ⑧伊達帯1本                      

⑨洗濯ばさみ2個 ⑩輪ゴム2本  

持ち物 

   200円 ￥ 
①デジタルカメラ 

②取扱説明書 ③メモリーカード 

④昼食をご持参ください 

持ち物 

15名 

   400円 ￥ 
①着物生地 またはダブル巾 150×100cm   
   またはシングル巾 110×150cm ほどいて  
   スチームアイロンをかけてくる 綿は一度 
   水に漬けて乾かしてくる ②定規（50cm） 
③裁縫道具 ④シャープペンシル 
 

持ち物 

10名 

    460円 ￥ 冷房除け ブラウス作り 余り布で作る 

   オーバーブラウス 

余り布で作る紫陽花 余り布で作るウォールポケット 傘の手入れを学ぼう 

ひまわりのアクリルたわし   シルバーアクセサリー 
          を作ろう 

浴衣の着付けを学ぼう（女性向け） 

6/23 (土) 午前１0時～正午 

   6/15 (金) 
   6/22 (金) 
 

午前10時～正午 

 

＊２日とも参加可能な方が対象です 

6/16 (土) 午前10時～正午 

●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  

●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) 

●FAX番号：03-3880-9801 

申 込 方 法 

6/28 (木) 午前10時～正午 

①定規（15cmくらいのもの） 

②ハサミ ③ボールペン 

①表布 35×50cm 10×18cm 各1枚 
②裏布 35×30cm  
③キルト芯 35×50cm ④裁縫道具 

＊２日とも参加可能な方が対象です 

   6/9 (土) 午前10時30分～ 
   7/7 (土) 午後  2時30分 

    6/12 (火) 
   6/19 (火) 
 

午前10時～正午 

 

＊２日とも参加可能な方が対象です 

   6/14 (木) 
   6/28 (木) 
 

午前10時～正午 

 

＊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 

   6/16 (土) 
   6/30 (土) 
 

午前10時～正午 

 

6/21 (木) 午前10時～正午 

＊ひとり1個（約 7ｇ）作製 

あ じ さ い  

環境写真：環境をテーマにした写真 

＊初心者向け。取扱方講習ではありません。 
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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10点まで) 

江北地域学習センター 

保塚地域学習センター 

8月23日(木) 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 

6月12日(火) 午前10時～午後1時 

7月13日(金) 午前10時～午後1時 

舎人地域学習センター 

 ■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。  
 ※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。 

6/20(水) 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（6/26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（6/27） 

③お支払い（7/4まで） 

④お引取り（7/24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  毎週日曜 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 

6 月 3日・10日・17日・24日                                 
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 

 

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 

申込締切：開催の1週間前まで 業者出店、危険物販売不可 

 配送は 

ありません 

 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フードバンクや

区内のNPO団体により、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。 

「消費しない食品」を 
  ぜひお持ちください！ 

 
図書 コ ー ナ ー  
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。 

新聞以外は 
貸出ＯＫ！ 

貸出期間 

☆定期購読 雑誌☆ 
● 毎日が発見  ● ESSE 

● すてきにハンドメイド 

● 趣味の園芸  ● ソトコト 

● 日経ＥＳＧ  ● 環境新聞  

出店料は 

たったの１００円！ 



子ども向け企画（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。 

4日・ 11日・18日・25日  

※再生館ショップは、第４木曜日（28日）も休み 

※月曜日が祝日のときは火曜日も休館 

6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 
   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 ） 

6月 10 日(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  
サンデーキッズ 

午前10時～正午 

 空缶で作るホーホー笛 

6/17 (日) 

空缶の飲み口にストローを付け
「ホーホー」と鳴る笛を作ります。 

午前10時～午後4時 

午前10時～午後3時 

しょうぶまつり で       リサイクル体験 
ペーパーフラワー 

【会場】 
 東綾瀬公園（フィットネス広場） 

 
  

日曜 
こども工作教室 

午前10時～正午 

 ほえるサウルスくん 

6/10 (日) 

ヨーグルト容器と牛乳パックで
恐竜を作ります。付けたヒモを
濡れた布でこすると吠えます。 

6 2 / 3 
（土） （日） 
・ 

出張企画 

紙とんぼ 

京成線：千住大橋駅前 

午前11時～午後1時 

6/23 
（土） 

【会場】 
   ポンテポルタ千住 
 （1階 プロローゴ広場） 

ペーパーフラワー 

ポンテポルタ で      リサイクル体験 申 込 不 要 
※小学３年生以下の場合、保護者同伴でご参加ください。 

 
おもちゃトレードセンター 不用なおもちゃを持ってきてね！ 

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

