
平成30年9月1日 第77号 

10：00～15：00 

日 
あだち 
再生館 
まつり 

詳細は、2ページをご覧ください。 

見つけよう！楽しもう！ 

いろんなエコ！ 
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申込不要 
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こども工作教室は、第２・第３日曜日に開催しています 10：00～12：00 9/16 (日) 

こども工作教室 
紙コップと牛乳パックを 
使って恐竜をつくります。 
タコ糸をウェットティシュで
引っ張ると笑います。 

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た 

    ポイント分のスタンプを 

    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。 

ポプリを入れた
お茶パックを余
り布で包み、香
りの良いリボン
を作ります。 

あだち 
再生館 
まつり 

あそんで・つくって 

あだち再生館で 

１日遊びつくそう！ 

参加費 

10：00～15：00 

日 
紙コップをたこ足の様
に切り開き上下に２個
合せ、色柄を描きます。
フリスビーの様に飛ば
します。 

リサイクル講座 
折り紙１枚、また
は包装紙を折り紙
サイズにカットし
てインコを作りま
す。 

ほぐしたTシャツ
をヨコ糸にして、
さおり織り機で
コースターを作り
ます。 

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！ 
 参加 
できない  
 方も 

次回は… 
紙ヒコーキをつくろう 

あだち再生館では、毎週 土曜・日曜 にフードドライブ

(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。 

 

 ※詳細はお問い合わせいただくか、区のHPをご確認ください。 

フ ー ド ド ラ イ ブ  
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！ 
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環境・リサイクル講座    参加費 ￥ 定員 

マークの見方 
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申込不要 

無料 ￥ 自転車の手入れを学ぼう 

9/13 (木) 午前10時～正午 

10名 

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 ￥ 野菜くずでたい肥作り 

9/19 (水) 午前１0時～正午 

金継ぎを学ぼう 

9/30 (日) 午前１0時～正午 

    1,000円 ￥ 
10名   

  

持ち物 

①はさみ 

 

持ち物 

10名 

    1,000円 ￥ バラのコサージュ作り 

10名 

①着物（ほどいてアイロンをかけてくる） 
（①は巾130×200cmの余り布でも可） 
②接着芯 30×80cm ③新聞紙3枚    
④ボタン 径1.5～1.8cm 4個 ⑤裁縫道具 

持ち物 

   400円 ￥  着物で作る 

 スタンドカラーのチュニック 

＊２日とも参加可能な方が対象です 

①手入れをしたい自転車（ひとり１台） 

＊別途部品代がかかる場合があります。 

持ち物 

 
＊２日とも参加可能な方が対象です 

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  

持ち物 

   200円 ￥  着物の着付けを学ぼう（女性向け） 

9/22 (土) 午前１0時～正午 

①割れ、欠けのある食器１個 

②エプロン ③マスク 

9 月 2日・16日・23日・30日                                 

募集区画：10区画（1区画：約150×150cm） 

       

申込締切：開催の1週間前まで 

場  所：あだち再生館 ショップ前 

       

業者出店、危険物販売不可 

毎週 日曜 開催！ 

ミニ フリーマーケット 

出店料 

 ・・・１００円 

＊9日は再生館まつり「こどもミニフリーマーケット」 

午前１０時～午後３時 

●対  象 

 
 

●申 込 先  

 
 

●電話番号 

 FAX番号 
 

●申込方法 

  

 【必要事項】 
 

●申込締切 

：区内在住・在勤・在学の方 

 (小学3年生以下は保護者同伴) 
  

：あだち再生館  

   〒120-0011 足立区中央本町2-9-1 
 

：03-3880-9800 

   03-3880-9801 
 

：窓口・電話・ハガキ・FAX（重複無効） 

  

住所、氏名、電話番号、講座・フリマは希望日 
 

：開講日７日前 

 (休館日と重なる時は、休館日の前日) 

申 込 方 法 

※応募者多数の場合抽選、 当選者のみハガキ通知 

   9/21 (金) 
   9/28 (金) 
 

午前10時～正午 

 

   9/20 (木) 
   9/27 (木) 
 

午前10時～正午 

 

●対  象 
 
 

●申 込 先  
 
 

●電話番号 
 FAX番号 
 

●申込方法 
  【必要事項】 

 

●申込締切 

：区内在住・在勤・在学の方 
 (小学3年生以下は保護者同伴) 

  

：あだち再生館  

   〒120-0011 足立区中央本町2-9-1 
 

：03-3880-9800 
   03-3880-9801 
 

：窓口・電話・ハガキ・FAX（重複無効） 
  住所、氏名、電話番号、講座・フリマは希望日 

 

：開講日７日前 
  

申 込 方 法 

※応募者多数の場合抽選、当選者のみハガキ通知 

金継ぎ：割れや欠けのある食器を金粉 
    などで装飾して修理する技法 



※駐車場がないため、車での来館はご遠慮ください。 

3日・ 10日・17日・18日・24日・25日 

 

※再生館ショップは、第４木曜日（27日）も休み 

※月曜日が祝日のときは火曜日も休館 

9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 ） 

(月）     (月）    (祝日）   (火）    (祝日）  （火） 

 ■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。 

9/19(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（9/25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（9/26） 

③お支払い（10/3まで） 

④お引取り（10/30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 

 配送は 

ありません 

洋服、靴、カバン、食器、雑貨など、まだ十分使えるけど 

自分では使わない。でも捨てるのはもったいない・・・。 

そういったものがあれば是非この機会にお持ちください。 

回収後、再生館ショップで必要とする方に格安で販売します。 
                      (１人１回10点まで) 

不要品を地域学習センターで回収します 
  江北地域学習センター 

  舎人地域学習センター 

  9月11日(火) 午前10時～午後1時 

 10月18日(木) 午前10時～午後1時 


