
10人 2,400円 1回目
「手持ち糸で編み物」（帽子）

10人　 500円

10人 600円

12人 500円

10人 600円

「手持ち糸で編み物」（帽子）
10人 500円

「和布の柄を生かす手仕事」

10人 500円 10人 500円
「東北支援活動」（物販）　10:00～14:00

10人 10人 600円

12人 500円

無料 予約不要

10人 1.500円

10人 600円

「春休み手軽に布ぞうり」（小学生以上可）

1 水

2 木
「スラッシュキルトのポーチ」

3 金

4 土
休館日5 日

6 月

7 火
「リメイクソーイング」

「和布でお細工物」　（文化人形）

23 木

笛田リサイクルセンター
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日 曜 午前（10：00～12：00） 午後（13：30～15：30）

24 金
「手軽に裂き織り」（小学生以上可）

21 火
月

「包丁研ぎ」

22 水

「リメイクソーイング」

日
20

500円～1,000円

木
「リメイクソーイング」

19
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8 水
つづき3回目
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28 火

「はぎれでパッチワーク」

29

「おもちゃ病院」　10：00～15：00

「スラッシュキルトのポーチ」 つづき2回目

10 金

18 土

17 金

15
つづき4回目

休館日

水
「和布でお細工物」　（文化人形）

16

12 日
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「はぎれでパッチワーク」

月13
休館日

31 金

水

30 木

25 土
休館日26 日

27 月

「リメイクソーイング」

「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 来館したら入口で検温と手指のアル
コール消毒をしてくだい。

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「アルコール消毒」や「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 ２月１５日（水）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回開催予定

「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』のスポットです。
お立ち寄りください。

譲ります・譲ってください

★パソコン・スマホで
すぐ利用できます。
ぜひご利用ください！

２０２３年４月より

月曜日も開館致します。



　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）

笛田リサイクルセンター案内図

 

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51・賛助会員47・合計98…10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・月・祝日は休み）
ｅ‐mail   ｒａ.ｒａ.ｒａ＠jcom.zaq.ne.jp
hp        http://rarara-kamakura.sakura.ne.jp/

「リメイクソーイング」
3/16（木）・3/30（木） 10：00～12：00
3/ 7（火）・3/24（金） 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600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。

「はぎれでパッチワーク」
3/14（火）・3/28(火） 10：00～12：00
手持ちのはぎれで、沢山入るマルチケースを作ります。
自分のペースで受講できる講座です。
持ち物：はぎれ数種類、裏布・キルト芯各32×50ｃｍ、

ファスナー40ｃｍ（金具の大きい物）、厚紙（型紙用）、
ものさし、ハサミ（紙用・布用）、裁縫道具、筆記用具。

※3/28は小物作りをします。
定員：各回12人 費用：各回500円
※電話または直接申し込み
※ご不明の点は事務局にお問い合わせください。

「和布の柄を生かす手仕事」
3/22（水） 10：00～12：00
着物・帯・風呂敷・手拭・手持ちの布で掛軸やミニタペストリー、
クッションなど、自分だけの物づくりを楽しみましょう。
持ち物：手持ちの柄を生かしたい布数種、筆記用具、ものさし、

裁縫道具一式、ハサミ（紙用・布用）。
※その他持ち物は進行状況により、その都度説明します。
※初回の方は作り方説明などから始めます。
定員：10人 費用：500円
※電話または直接申し込み

拡大地図

特定非営利活動法人

鎌倉リサイクル推進会議

「手持ち毛糸で編み物」 （帽子）
3/3（金） ・ 3/17（金） 10：00～12：00
花飾りのついた素敵な帽子を棒針で編みましょう。
持ち物：並太程度の毛糸約80ｇ、糸の太さに合った棒針、

かぎ針、とじ針、段数マーカー、ハサミ、メジャー、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

「包丁研ぎ」
3/22（水） 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。
「スラッシュキルトのポーチ」 2回教室
3/2（木）・3/9（木） 10：00～15：00

布の重なりで風合いや色の出方を楽しむポーチ作り。小さなは

ぎれも捨てずに間にはさんで使い切りましょう。

持ち物：木綿の表布40×35ｃｍを3枚（または40×35ｃｍを

1枚以上とはぎれ）、木綿の台布45×40ｃｍを1枚、しつけ

糸、2Ｂ程度鉛筆、ものさし、刃先の切れるハサミ、裁縫道具

一式、あれば職業用ミシンのボビン、弁当。

※布は地直ししてお持ちください。

※その他持ち物は1回目講座で説明します。

定員：10人 費用：2,400円 ※電話または直接申し込み

「手軽に裂き織り」 （小学生以上可）
3/24(金) 10：00～12：00
古い布を裂いてよこ糸にして、卓上織り機で織ります。
コースター(4枚)、テーブルセンター1枚、手軽な裂き織り
体験してみましょう。

持ち物：木綿布（ほどいた浴衣・手ぬぐい・バンダナ等）、

90ｃｍ巾なら1ｍ強、ハサミ、目打ち。
こども：定員：5人 費用：500円（コースター2枚）
★小学1～3年生までは保護者同伴
大人：定員：5人
費用：コースター850円（黒糸900円）

テーブルセンター950円（黒糸1,000円）
※電話または直接申し込み

「春休み手軽に布ぞうり」 （小学生以上可）
3/29（水） 10：00～15：00
気持のよい布ぞうりを編んでみましょう。
※材料はこちらで用意します。
持ち物：ハサミ、ものさし、弁当。
定員：10人 費用：1,500円（教材費込）
★ 小学1～3年生までは保護者同伴
※電話または直接申し込み。

２０２３年４月より

月曜日も開館致します。

リユースネットかまくらも同様となります。


