
「手持ち糸で編み物」

「間伐材で竹あかり」

10人 1.000円

「押絵の羽子板」　 12人 1,700円 1回目

「リメイクソーイング」

10人 500円

「はぎれでパッチワーク」

12人 500円

「押絵の羽子板」　

10人 500円

「手持ち糸で編み物」

「リメイクソーイング」

10人 500円 10人 500円

「手軽に裂き織り」

10人

日 曜 午前（10：00～12：00） 午後（13：30～15：30）

笛田リサイクルセンター
１２月 講座案内 特定非営利活動法人

鎌倉リサイクル推進会議 N0.307　　2022/12月号
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「おもちゃ病院」　10：00～15：00
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無料

休館日

休館日

予約不要

つづき2回目

「東北支援活動」（物販）　10：00～14：00

「新型コロナウイルス感染予防」について
《ご利用頂きます皆様へ お願い》

① 家を出る前に検温し、ご自分の体調を
チェックしてください。

② 必ずマスク着用をしてください。

③ 来館したら受付前にまず流しで石けん
による手洗いをしてください。

④ 講座参加の方は受付終了後、三密を
避けるため一人一卓でご利用ください。
一日講座の場合は、黙食の徹底をお願い
致します。

⑤ 講座中も、マスクを必ず着用し、なる
べく席を立たず、必要以上のお話はご遠
慮ください。ごみは持ち帰ってください。

⑥ 当館は「次亜塩素酸ナトリウム溶液」を
使用し消毒をしています。衣類等の変色
の恐れがありますので、ご注意ください。

□教室の参加申し込み受付開始は 1１月１５日（火）10時からです。
□別途資料代等が必要な場合があります。また、教室開始時間厳守に
ご協力お願いします。

□都合により事業が中止・延期の場合があります。ご了承ください。

□申込み・問合せ先 TEL０４６７－３２－９０９４ １０：００～１６：００
注： 土・日・月・祝日は休み

■給茶機ご利用の方はマイカップ・マイボトルをご持参ください。

毎月１回開催します。

「おもちゃ病院」 「東北支援活動」（物販）

毎週水曜日 食品ロスをなくそう！

「農家の余剰野菜の販売」

※天候などの条件により中止の場合もあります。

ウエス用布類寄付のお願い
タオル・Tシャツ・浴衣等

特に綿素材の物を募集しています。

必ず洗濯してお持ちください。

★ 詳しくは お問合せください。

まちのコイン 『クルッポ』の
スポットになりました。
お立ち寄りください。

≪動画配信中≫

レシピ・型紙も
ダウンロードできます。

動画で工場見学
「笛田リサイクルセンター選別工場見学」

身近でできるSDG’ｓ
「プラごみの環境負荷を減らしましょう。」



　  江ノ電バス利用－
  八反目または手広バス停で下車　・　徒歩３分
  藤沢駅ﾊﾞｽ停　１番のりば　（鎌倉駅・桔梗山行き）

  鎌倉駅ﾊﾞｽ停　１番のりば　（藤沢駅行き）

  大船駅ﾊﾞｽ停　２番のりば　（江ノ島・津村・新鎌倉山行き）

 

環境問題をはじめ、Rｅｄｕｃｅ（発生抑制）、Rｅｕｓｅ（再使用）、
Recycle(再生利用）などについて話し合い、実践する「市民
運営型の活動」をめざしています。
会員数…正会員60・賛助会員65・合計125…8月末現在

〒248-0027  鎌倉市笛田1-11-34笛田リサイクルセンター内
ＴEL ０４６７－３２－９０９４ FAX  ０４６７－３２－５３７４
受付時間 １０：００～１６：００（土・日・祝日は休み）
ｅ‐mail   ｒａ.ｒａ.ｒａ＠jcom.zaq.ne.jp
hp        http://rarara-kamakura.sakura.ne.jp/

「押絵の羽子板」 2回教室
12/7（水） 10：00～15：00
12/14（水） 10：00～12：00

押絵の手法で、お正月飾りの羽子板作りに挑戦しましょう。

持ち物：和布（きもの布・古布・ちりめん等）数種、羽子板に

貼る布（11×16ｃｍ）、化繊綿、のり、薄手接着芯（布）、

筆記用具、ものさし、ピンセット、目打ち、ハサミ（紙用・

布用）、型紙用厚紙（14×9ｃｍ以上）、裁縫道具一式、

（12/7は弁当）。

※その他材料は1回目に説明します。
定員：12人 費用：1,700円 ※電話または直接申し込み

「リメイクソーイング」
12/8（木）・12/16（金） 10：00～12：00
12/14（水） 13：30～15：30
裾・袖口・ウエスト直し、ファスナー付け替え、お手持ちの
布で洋裁、小物作りなど、講師と相談しながら捨てずに、
再利用してみましょう。
持ち物：「お直し」したい服等、ミシン糸、裁縫道具。
定員：各回10人 費用：各回500円
※電話または直接申し込み
※ご不明の点は事務局にお問い合わせください。

拡大地図

「手軽に裂き織り」
12/20(火) 10：00～12：00
古い木綿布を裂いてよこ糸にして、卓上織り機で新たに布を
織ります。コースター(4枚)、またはテーブルセンター1枚を織る
だけの裂き織り体験してみましょう。

持ち物：木綿布（浴衣はほどいて洗ってハンカチやバンダナ）、

90ｃｍ巾なら1ｍ強（多めに）、ハサミ、目打ち。

コースター：定員：5人 費用：850円（黒糸900円）

テーブルセンター：定員5人 費用：950円（黒糸1,000円）

※織り機の持ち込み可 ※電話または直接申し込み

「手持ち糸で編み物」 （フットカバー）
12/1（木）・12/15（木） 10：00～12：00
モチーフつなぎの可愛いフットカバーを作ります。
持ち物：並太程度の毛糸（本体約100ｇ・モチーフ花部分

約30ｇ）、糸の太さに合ったかぎ針、とじ針、ハサミ、
メジャー、段数マーカー、筆記用具。

定員：各回10人 費用：各回500円
※電話または直接申し込み

「間伐材で竹灯り」
12/2（金） 10：00～12：00
竹の一節に穴をあけ、素朴で雰囲気のある灯りを作ります。

持ち物：あれば電動ドリル、軍手、筆記用具。

※竹はこちらで用意します。

定員：10人 運営協力費：1.000円

「はぎれでパッチワーク」 (ソーイングケース）
10/25 ・ 11/8 ・ 11/22 ・ 12/13（火） 10：00～12：00
はぎれで、コンパクトで使い勝手の良い楕円形のソーイング
ケースを作りましょう。
持ち物：端布数種類、裏布・キルト芯各25×55ｃｍ、バイヤス

巾3.5×55ｃｍ（3本）、ファスナー18ｃｍ（2本）、型紙用

厚紙、ものさし、ハサミ（紙用・布用）、裁縫道具、筆記用具。

※その他持ち物（ビーズ）は講座にて説明します。
定員：各回12人 費用：各回500円
※電話または直接申し込み

鎌倉市不用品登録制度に基づき、
鎌倉市民・在勤・在学の方の不用品を
「譲ったり」・「譲られたり」の

橋渡しをしています。ぜひご活用下さい。

★「不用品登録制度利用掲示板」は、
市役所本庁舎にあります。見てください!

★ インターネットでは
「リユースネットかまくら」を検索

登録・応募ができます。

★ ＬＩＮＥ のお友達登録はこちら
お気に入りのカテゴリーが

更新されるとお知らせします。

「包丁研ぎ」
12/16（金） 13：30～15：30
家でもいかせるように、包丁の研ぎ方のコツを学びましょう。
切れ味のよい包丁で料理の味も変わります。

持ち物：研ぎたい包丁（2本まで）、タオル、エプロン、筆記用具。

定員：10人 費用：500円 ※電話または直接申し込み。

笛田リサイクルセンター 案内図


