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午前（10：00～12：00）

特定非営利活動法人
鎌倉リサイクル推進会議
午後（13：30～15：30）

金
土
休館日
日
月
火
水 「ジーンズでバッグとアクセサリー」 2回目
木
金
土
休館日
日
｢手持ち刺繍糸でタッセル付
月
ブックマーカー」定員20人
火 「はぎれでパッチワーク」
「衣類お直し」
「ボード織りー2Wayストール」 1回目 定員15人
水
「網戸の張り替え」 定員15人
「手持ち毛糸でかぎ針編みのボレロ」 1回目 定員12人
木
※大船学習センター第2集会室
「使用済み食用油で
金
石けんづくり」 定員20人
土
休館日
日
月
「Ｔシャツで裂き編み―
小物入れ」 定員12人
火
「布ぞうりづくり」 定員20人 教材費200円
※鎌倉生涯学習センター美術創作室
「端布で作るつるし飾り－入門・初級（ほおずき）」
水
定員20人 運営協力費600円
「裂き織り－初級編」 定員10人 運営協力費800円
木
「裂き織り－中級編」 定員12人 運営協力費900円〜1050円
「カルトナージューティッシュBOXカバー」
金
定員15人 運営協力費600円
土
休館日
日
「パッチワーク入門ー
月
ヘキサゴンのバッグ」
定員20人 1回目
火 「はぎれでパッチワーク」
「衣類お直し」
水 「ボード織りー2Wａyストール」 2回目
「布製品にトールペイント」 定員15人 運営協力費700円
木 「手持ち毛糸でかぎ編針のボレロ」 2回目 定員12人
※大船学習センター第2集会室
金
休館日
土

Ｎｏ.２５５・ ２０１８／６月号
リサイクル手芸教室
「手持ち刺繍糸で
タッセル付ブックマーカー」
6/11（月）10：00～12：00
タッセル付きのおしゃれなブックマーカー
（しおり）を作ります。
持ち物：刺繍糸（2～3束）無ければ実費
でお分けします。牛乳パック（洗って
開いたもの）1枚、布（25cm×10cm
位）、ハサミ(紙用・布用)、筆記用具、
目打ち。注）別途ハトメ代として20円。
※電話または直接申し込み
「ボード織りー2Wayストール」
6/13（水）・6/27（水）・7/18（水）
10：00～15：00 3回教室
残り毛糸を上手に使って、手軽なボード
でストールを織ります。
注）初参加の方は３回の日程の内の２回
を選んで基本のマフラーから始めます。
持ち物：縦糸用毛糸（夏糸又は冬糸）
50ｇ×2玉、横糸用数種（100ｇ位）
かぎ針、ものさし、セロテープ、ハサミ、
弁当。
ボード一式希望の方は2,000円
※電話または直接申し込み
「手持ち毛糸でかぎ針編みのボレロ」
6/14(木)・6/28（木）10:00～15：00
会場：大船学習センター 第2集会室
季節の変わり目に、さっとはおれる素敵
なボレロを編みましょう。
持ち物：中細程度の糸300ｇ、かぎ針5
～7号、ハサミ、筆記用具（2色以上
の色鉛筆）、弁当。
※車でのご来場はご遠慮ください。
※電話または直接申し込み
「Ｔシャツで裂き編み―小物入れ」
6/19（火）10：00～12：00
初心者向け、ズパゲッティ風で作ります。
持ち物：大人用Tシャツ2枚分（身頃部分
のみ。または手持ちの伸縮性のある
布）を2～3cm幅の糸状に裂いた（切
った）もの、ジャンボかぎ針（10mm
～12mm）、筆記用具。
※電話または直接申し込み

□教室の参加申し込み受付開始は 5月15日（火）10時からです。
□定員のある教室の参加は原則1人３教室までです。
「鎌倉駅地下道ギャラリー展示」
□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
６月１２日（火）～６月１８日（月）
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。ご了承下さい。
□申し込み・問合せ先 ℡０４６７－３２－９０９４ １０：００～１６：００
土・日・祝日は休み
■「衣類お直し」「はぎれでパッチワーク」教室は、事務局にお問い合わせ下さい。
■飲み物は各自ご持参下さい。

裂き織り教室

リサイクル手芸教室

「裂き織りー初級編」 6/21(木)10：00～15：00
古い木綿布を裂きよこ糸にして、卓上織り機で布を織ります。
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：木綿布（ハンカチやバンダナ、浴衣はほどいて洗って）、
90ｃｍ巾×1ｍ程度、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
「裂き織りー中級編」 6/21(木)10：00～15：00
テーブルセンター・足ふきマット・キッチンマットの中から一種を
織ります。（初級編2種類受講済みの方対象）
持ち物：①テーブルセンターは和布巾で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
石けん教室
「使用済み食用油で石けんづくり」
6/15（金） 10：00～12：00
使用後の食用油とカセイソーダで、手にも環境にもやさしく汚
れ落ち抜群の石けんを作ります。
持ち物：エプロン、マスク、ゴム手袋、筆記用具、あれば汚れ
た換気扇。 ※スニーカー・長ズボン着用のこと。
定 員：20人 ※電話または直接申し込み

リサイクル工作教室
「カルトナージューティッシュBOXカバー」
6/22（金）10：00～15：00
ティッシュの箱を使ってオリジナルのカバーを作りましょう。
持ち物：大きめのティッシュの箱、内側用厚手ボール紙数枚、
布はＡ4サイズ以上複数枚（柄・無地など）、金属製定規、
新しい刃のカッター、カッティングボード、ハサミ（布用・紙
用）、洗濯ばさみまたはダブルクリップ数個、木工用ボンド、
ボンド入れ、ハケ、ハンドタオル、筆記用具、弁当。
※使用するマグネット実費。
※ボンド・ボンド入れ・ハケの無い方は、実費でお分けします。
定 員：15人 運営協力費：600円
※電話または直接申し込み
「布製品にトールペイント」 6/28（木）10：00～15：00
手持ちのTシャツやバッグ、ジーンズや傘などにペイント。
持ち物：ペイントする布製品、牛乳パック1枚(開いたもの）、
筆洗い容器、ボロ布、新聞紙、鉛筆、消しゴム、下じき、
セロテープ、B4サイズ程度のダンボール、エプロン、
弁当。 ※あれば0号丸筆、チャコペーパー
定 員：15人 運営協力費：700円
※電話または直接申し込み

特定非営利活動法人

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63・賛助会員90・合計153…4/27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/

「端布で作るつるし飾りー入門・初級（ほおずき）」
6/20（水）10：00～15：00
手持ちの和布・古布のはぎれで、つるし飾りをつくりましょう。
★入門は初心者の方対象。5種（桃、唐辛子、法月、柿、
三角）を順につくります。
★初級は入門を終了した方対象。今月は「ほおずき」です。
持ち物：和布（きもの布）・古布・ちりめん等数種、化繊綿、
接着芯(布製薄手の物）、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。
定 員：20人 運営協力費：600円
※電話または直接申し込み
「パッチワーク入門ーヘキサゴンのバッグ」
6/25（月）・7/9（月）・7/23（月）13：30～15：30 3回教室
六角形をつなぎ合わせて、使い勝手の良いバッグを作ります！
持ち物：ハギレ各種、表布65X55cm、中袋用布65X40cm、
キルト芯・裏打布65X55cm、型紙用ボール紙、筆記用具。
裁縫道具、のり。
※寸法は目安ですので、切らずにお持ち下さい。他に接着芯・
マグネットボタン・平テープ等1回目に説明します。
定 員：20人 ※電話または直接申し込み
布ぞうり教室
「布ぞうりづくり」
6/19（火）10：00～15：00
会場：鎌倉生涯学習センター 美術創作室
※車でのご来場はご遠慮ください。
使い古しのシ-ツやゆかたなど古布を裂いて作ります。
持ち物：縦裂き木綿布7cm巾×1mを32本位、
鼻緒用色布5cm巾×95㎝を2色2本ずつ、前緒用布
5cm巾×40cmを2本、ハサミ、ものさし、弁当。
定 員：20人 材料費：200円 ※電話または直接申し込み

修理修繕教室
「網戸の張り替え」
6/13（水）10：00～12：00
夏に向け家庭で簡単に、網戸の張り替えを「講義と実践」で!!
持ち物：張り替え用網戸(できれば1人2枚まで）、エプロン、
筆記用具。
(注)張り替え用の網は当方で用意、実費でお分けします。
定 員：15人 ※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
‐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）

