
11人 600円

11人 1,700円 1回目

10人 600円
「椅子の張り替え」

12人 600円
11人 1,200円

12人 600円

12人 1,200円 1回目 11人 600円
「東北支援活動」（物販）　10:00～14:00

10人

10人 600円

11人 600円

12人 600円
「和布の柄を生かす手仕事」

10人　 600円

30 金

28 水

29 木

24 土
休館日

25 日

26 月

27 火
「はぎれでパッチワーク」

21 水
「つまみ細工」 （紫陽花のバレッタ）

つづき2回目
22 木

23 金
「リメイクソーイング」

19 月
「ゆかたでブラウス」

つづき2回目

20 火
「手持ち糸で編み物」

15 木

16 金 「裂き織り」 600円～1,700円

17 土
　

18 日

12 月

13 火
「はぎれでパッチワーク」

14 水

「つまみ細工」 （紫陽花のバレッタ） 「リメイクソーイング」

8 木 「リメイクソーイング」

9 金

10 土
休館日

11 日

5 月
「ゆかたでブラウス」(型紙付）

6 火
「手持ち糸で編み物」

7 水

1 木

2 金
「リメイクソーイング」

3 土
休館日

4 日

笛田リサイクルセンター
６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 N0.313　　2023/6月号

日 曜 午前（10：00～12：00） 午後（13：30～15：30） 「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 来館したら入口で手指のアルコール
消毒をしてくだい。

③ 一日講座の昼食は、黙食をお願い致
します。

④ 講座中は、なるべく席を立たず、必要
以上のお話はご遠慮頂く等、他の講座参
加者への配慮をお願い致します。ごみは
各自で持ち帰ってください。

⑤ 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。

ご協力をお願い致します。

□教室の参加申し込み受付開始は ５月１５日（月）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・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

「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。

◆ 奇数月 第２火曜日
「おもちゃ病院」

◆ リユース食器市 （クルッポ割り有り）
6/12（月）～6/23（金）

● 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。♥

♥「クルッポ」でハギレ・手作り石けんなどを
差し上げます。 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！



　　　　　

　江ノ電バス利用－
　　　　　　　　　特定非営利活動法人 　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56・賛助会員52・合計108…3/31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/

◆「はぎれでパッチワーク」
6/13（火）・6/27（火） 10：00～12：00
はぎれで数色の糸がすぐに使える糸巻を作ります。
持ち物：＜ピンクッション付き＞裏布・キルト芯（25ｃｍ×25ｃｍ

各2枚）、ボタン6個、紐またはゴム紐（1ｍ）。
＜花の糸巻＞ボタン5個、紐またはゴム紐80ｃｍ、表花
30×45ｃｍ、裏花25×25ｃｍ。

＜共通＞端布数種類、綿少々、厚紙（型紙用）、ものさし、

ハサミ（紙用・布用）、裁縫道具、筆記用具。
定員：各回12人 費用：各回600円
※電話または直接申し込み

◆「リメイクソーイング」
6/ 2（金）・6/23（金） 10：00～12：00
6/14（水） 13：30～15：30
6/ 8（木） 10：00～15：00
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：直したい服等、ミシン糸、裁縫道具。6/8は弁当。
定員：各回11人 費用：各回600円（6/8は1,200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。

◆「ゆかたでブラウス」 2回教室
6/ 5（月）・6/19（月） 10：00～12：00

ゆかたで涼感アップ！ゆったり仕立ての七分袖ブラウスです。

持ち物：浴衣１枚（ほどいて汚れは洗ってアイロンをかける）、

薄手接着芯(布）50×巾30ｃｍ、ミシン糸、家庭ミシン用

ボビン、ものさし、裁縫道具一式、アイロン用当布、チャコ、

ハサミ（布用）、筆記用具。

※手持ちの布を使う場合は110ｃｍ巾×150ｃｍ
定員：11人 費用：1.700円（型紙代込）

拡大地図
QRコード

◆「つまみ細工」 （紫陽花のバレッタ） 2回教室
6/14（水）・6/21（水）10：00～12：00
縮緬をひだのようにたたんで作るつまみ細工です。バレッタや
ブローチに挑戦してみましょう。
持ち物：和布（着物布・古布・ちりめん等）やわらかい布数種、

ボンド、のり、筆記用具、ものさし、目打ち、ピンセット、厚紙
（型紙・土台用）、ハサミ（紙用・布用）、バレッタピンまたは
ブローチピン、裁縫道具一式。

※バレッタピンが無い方は実費でお分けします。
定員：12人 費用：1,200円 ※電話または直接申し込み

◆「裂き織り」
6/16(金) ①10：00～15：00 （たて糸張りからの方）

②13：00～15：00 （織るだけの方）
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。※初めての方はコースター(4枚)を織ります。
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、①は弁当。

コースター：費用：950円（黒糸1,000円）
テーブルセンター：費用：1,050円（黒糸1,100円）
①のたて糸張りから参加の方はプラス600円
※織り機の持ち込み可 ※電話または直接申し込み

◆「和布の柄を生かす手仕事」
6/28（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。

※初回は作り方説明などから始めます。

定員：10人 費用：600円 ※電話または直接申し込み

≪リユース食器市≫
６月１２日（月）～６月２３日（金） １０：００～１６：００

土・日・祝は休館

●２００クルッポで全て半額になります。

掘り出し物を探しに来てください。

◆「手持ち糸で編み物」 （がま口ポーチ）
6/6（火）・6/20（火） 10：00～12：00
小銭入れや化粧ポーチなど便利で可愛いポーチです。
持ち物：がま口の口金（できれば縫い付け用の穴ありの物）

中細～並太程度の糸（約30ｇ）、糸に合ったかぎ針、
とじ針、メジャー、段数マーカー、ハサミ、筆記用具。

定員：各回10人 費用：各回600円

◆「椅子の張り替え」
6/ 7（水） 10：00～12：00
古くなった椅子の座面をリメイクして大切に使いましょう。

持ち物：軍手、筆記用具。

※椅子はこちらで用意した物を使います。

定員：12人 費用：600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


