笛田リサイクルセンター
２月カレンダー
日 曜

特定非営利活動法人
鎌倉リサイクル推進会議

午前（10：00～12：00）

午後（13：30～15：30）

1 木 「裂き織りのバッグ」 1回目 定員12人
2 金
3 土
4 日

「手持ち布でかんたん上着（オーバ
ーブラウス）」 つづき2回目
休館日
「ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ入門-ハワイアンキルト
のソーイングケース」 つづき2回目

5 月
6 火
7 水
8 木 「裂き織りのバッグ」 つづき2回目

金 「裂き織りでマフラー」 定員12人 運営協力費600円
土
休館日
日
月
火 「はぎれでパッチワーク」
「衣類お直し」
水
「裂き織りー初級編」 定員10人 運営協力費800円
15 木
「裂き織りー中級編」 定員12人 運営協力費900円～1050円

9
10
11
12
13
14

16 金 「ボード織りーポシェット」 1回目 定員15人 運営協力費 1200円
17 土
休館日
18 日
「ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ入門-ハワイアンキルト
19 月
のソーイングケース」 つづき3回目
「Ｔシャツで裂き編み
20 火 ー2wayミニトートバッグ」 1回目
定員 12人
21 水

「端布で作るつるし飾りー入門・初級（うぐいす）」
定員 20人 運営協力費 600円

22 木

「手持ち刺繍糸でタッセル作り」
定員 12人 13:00～15:00
腰越学習センター第1集会室

23 金

「包丁研ぎ」 定員15人

24 土
25 日
26 月
27 火

休館日
「Ｔシャツで裂き編み」 つづき2回目 「衣類お直し」
「はぎれでパッチワーク」

28 水
□教室の参加申し込み受付開始は1月１5日（月）１0時からです。
□定員のある教室の参加は原則1人３教室まで、電話または直接申込みして
下さい。（FAXでの申し込み受付は不可）
□教室参加者には運営協力の寄付金をお願いしています。また別途資料代
等が必要な場合があります。
□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。
□お問合せは事務局へ １０：００～１６：００ 土・日・祝日は休み

℡０４６７－３２－９０９４

Ｎｏ.２５１・ ２０１８／２月号
衣類リフォーム教室
「Ｔシャツで裂き編みー2wayミニトート
バッグ」 2回教室
2/20(火）・2/27(火） 10：00～12：00
ポシェットにもトートにもなる、今、流行りの
ズパゲッテイ風バッグ作りです。
持ち物：大人用Ｔシャツ（伸縮性のあるも
のが望ましい）3枚分の身頃部分のみ
を2～3ｃｍ幅の糸状に裂いた（切っ
た）もの、ジャンボかぎ針（10mm～12
mm）、筆記用具。
※ナスカン（持ち手をつけるための金具）
については、1回目の教室で説明します。
※電話または直接申し込み
リサイクル手芸教室
「手持ち刺繍糸でタッセル作り」
2/22（木） 13：00～15：00
刺繍糸から素敵なタッセルを作ります。
持ち物：刺繍糸（なければ実費でお分けし
ます）2束程度、布用ハサミ、紙用ハサミ。
※電話または直接申し込み
「裂き織りでマフラー」
2/9（金） 10：00～15：00
手持ちの毛糸や布を使って卓上織り機でマ
フラーを作ります。
★裂き織り中級編受講済みの方で、ひとり
で糸たてができる方が対象。
持ち物：中細程度の毛糸などをたて糸に使
います、横糸は毛糸や布を裂いた物を
使います。モヘアは使用不可、ハサミ、
目打ち、弁当。
※電話または直接申し込み
「端布で作るつるし飾りー
入門・初級（うぐいす）」
2/21（水） 10：00～15：00
★入門は初心者の方対象、5種（桃、唐辛
子、法月、柿、三角）を順に一つずつ作り
ます。
★初級は入門を終了した方対象、今月は
「うぐいす」です。
持ち物：和布（きもの布）・古布・ちりめん等
数種、化繊綿、裁縫道具一式、ものさし、
ハサミ、筆記用具、厚紙（型紙用）、ピン
セット、弁当。
※電話または直接申し込み
■「はぎれでパッチワーク」「衣類お直し」
の教室については、事務局にお問い合
わせください。

手軽な織物

裂き織り教室
「裂き織り－初級編」
2/15(木) 10：00～15：00
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)、またはランチョンマット1枚
(初参加者はコースターから始めます)
持ち物：着古しのゆかた等木綿布（ほどいて洗って）和布巾で
2ｍ強位の大きさ、ハサミ、目打ち、弁当。
定 員：10人 運営協力費：800円
※電話または直接申し込み

「裂き織り－中級編」
（初級編2種類受講済みの方対象）
2/15(木) 10：00～15：00
3種の中から1種を織ります。
持ち物：①テーブルセンターは、着古しのゆかた等木綿布
（ほどいて洗って）和布巾で3ｍ強
②足ふきマットはバスタオル2枚又はタオルシーツ
1/2枚強
③キッチンマットは薄手タオルケット1枚分
ハサミ、目打ち、弁当.。
定 員：12人 運営協力費：①②は900円、③は1000円、
その他は950円～1050円
※電話または直接申し込み
「裂き織りのバッグ」 2回教室
2/1（木）・2/8（木） 10：00～15：00
※ランチョンマット、テーブルセンターなど織った作品の
ある人対象
裂き織り教室での作品をバッグに仕立てます。
持ち物：裂き織りのﾃｰﾌﾞﾙｾﾝﾀｰ1枚、またはランチョンマット
1枚と表用布1枚、中袋用の布、裁縫道具一式、筆記用
具、カッター、定規、目打ち、カッティングボード、クリップ、
弁当。
(注）裂き織りの作品には接着芯を貼ってくる
定 員：12人
修理修繕教室

「包丁研ぎ」 2/23（金） 13：30～15：30
切れ味のよい包丁で、料理の味も変わります。
研ぎ方のコツを学び、家でもいかしてください。
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：15人
※電話または直接申し込み

「ボード織りーポシェット」 2回教室
2/16（金）・3/2（金）10：00～15：00
残り毛糸を上手に使って、手軽なボードで、かわいいポシェット
をつくりましょう。
持ち物：残り毛糸(極太、並太・中細をたて糸用に1玉（50g）
よこ糸用に数種類、かぎ針、ものさし、毛糸針、セロテープ、
ハサミ、弁当。
定 員：15人
運営協力費：1200円
献品をお願い
※電話または直接申し込み

します

食品ロスをなくそう！
食品ロスとは・・・食べられるのに捨てられてしまう食品
品 目：缶詰類、野菜（主に根菜類）、調味料各種（食用
油など）、飲料（ジュース、コーヒーなど）、米類、乾麺
（パスタ）類、お中元・お歳暮など贈答品の余剰商品
など。
野菜以外は未開封のもの。少量でも可。賞味期限が
残り１カ月以上あり、傷みがないことを確認の上、直接
ご持参を（生肉・生魚は不可）。
集めた食品は・・・市内で福祉活動に役立てられます
受付期間：平成30年3月25日(日）～3月30日(金）
受付時間：3月25日(日） 10：30～12：30
3月26日(月）～3月30日(金） 10：00～16：00
場 所：ＮＰＯ法人 鎌倉リサイクル推進会議 窓口

予

告

古着古本リサイクル市
3月25日（日） 10:30～12:30 開催！
献品受付は3月1日（木）～20日（火）です。
★まだまだ使える古着・古本をお持ちください。
献品は鎌倉市民対象です。

☆詳しくは事務局に
お問い合わせください。
笛田リサイクルセンター案内図
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）

鎌倉リサイクル推進会議
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78 合計144…12/25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
http://rarara-kamakura.sakura.ne.jp/

