笛田リサイクルセンター
９月講座案内
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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）
休館日

日
月
火
水
木 「裂き織りでマフラー」 定員12人 運営協力費600円
金
土
休館日
日
月
火 「はぎれでパッチワーク」
「衣類お直し」

「リサイクル木工ーつるし飾りの衣桁」
定員12人 運営協力費1100円
「手持ち毛糸で編み物」
12 木
定員10人
11 水

13
14
15
16
17

金
土
日
月
火

休館日

「端布で作るつるし飾りー入門・初級（おくるみ人形）」
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
19 木
「裂き織り－中級編」 定員12人 運営協力費900円〜1050円
18 水

20 金
21 土

22 日

23 月
24 火
25 水
26 木
27
28
29
30

金
土
日
月

休館日
「リサイクルマーケット」 （10：30～13：00）
同時開催：「子ども工作－牛乳パックでデコＢＯＸ」
運営協力費100円 先着30人
「やってみよう！傘の修理」 部品代実費
「ミシンでハンドクラフトに挑戦！」
運営協力費300円 材料費100円 先着10人
休館日
「はぎれでパッチワーク」
「衣類お直し」
「手持ち布で巻きスカート」 定員12人 1回目
「布ぞうりづくり」 定員20人 運営協力費800円
「手持ち毛糸で編み物」
定員10人

Ｎｏ．２７０・ ２０１９／９月号
リサイクル工作教室
「リサイクル木工－つるし飾りの衣桁」
9/11（水）10：00～15：00
つるし飾りが映えるＴ字型の衣桁を、手作り
しましょう。
持ち物：巻き尺（1ｍ位）、鉛筆、金づち、消し
ゴム、カッターナイフ、紙やすり、マスク、
軍手、ボロ布、弁当。
定員：12人 運営協力費：1100円
※電話または直接申し込み
リサイクル手芸教室
「手持ち毛糸で編み物」
9/12（木）・26（木） 10：00～12：00
木の葉模様のかわいい巾着、その他自由な
作品を編むこともできます。
持ち物：木の葉模様の巾着は毛糸50ｇ、毛糸、
毛糸にあったかぎ針・棒針、とじ針、ハサミ、
筆記用具、ものさし、編みたい物の編み図。
※編みかけの物も対応します。
定員：10人 ※電話または直接申し込み

「はぎれでパッチワーク」
9/10（火）・9/24（火） 10：00～12：00
はぎれを使ってパッチワークの基本を学び、素
敵な作品を作りましょう。
初回の方は、ナインパッチを作ります。
持ち物：（初回用意するもの）型紙用厚紙かプラ
スチックのファイル、端布2種以上（できれば綿
のもの）、裁縫道具、筆記用具。
※詳しくは事務局にお問い合わせください。
衣類リフォーム教室
「手持ち布で巻きスカート」 2回教室
9/25（水）10：00～15：00
10/9（水）10：00～15：00
おしゃれなスカート！スカート丈は自由です。
持ち物：手持ち布110ｃｍ巾で2ｍ、接着芯90
ｃｍ巾で2ｍ、ボビン、ミシン糸、型紙用紙、
筆記用具、ものさし、しつけ糸、裁縫道具
一式、アイロンあて布、ハサミ（布用・紙用）、
弁当。
定員：12人 ※電話または直接申し込み

休館日

□教室の参加申し込み受付開始は 8月16日（金）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。
□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。ご了承下さい。
□申込み・問合せ先 TEL０４６７－３２－９０９４ 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、事務局にお問合せ下さい。
■飲み物は各自ご持参下さい。
■教室参加者は、開始時間厳守でお願いします。

布ぞうり教室
「布ぞうりづくり」
9/26（木）10：00～15：00
使い古しのシ-ツやゆかたなど古布を裂いて
作ります。足指への刺激で健康に。
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 運営協力費：800円
※電話または直接申し込み

リサイクル手芸教室
「端布で作るつるし飾り ー 入門・初級（おくるみ人形）」
9/18（水）10：00～15：00
手持ちの和布・古布のはぎれ等で、かわいいお細工物の
つるし飾りを作りましょう。
◆入門は初心者の方対象、5種（桃、唐辛子、法月、柿、
三角）を順に一種ずつ作ります。
◆初級は入門を終了した方対象、今月は「おくるみ人形」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、裁縫道具一式、ものさし、ハサミ（布用・紙用）、
筆記用具、厚紙（型紙用）、ピンセット、弁当。
定員：入門10人・初級10人 運営協力費：600円
※電話または直接申し込み
裂き織り教室
「裂き織りー初級編」
9/19(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―中級編」 ◆初級編2種類受講済みの方対象
9/19(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、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

９月22日（日）
（10：30～13：00） ※雨天決行
★笛田リサイクルセンター1・2F
★出店者募集：４０店（抽選）
★運営協力費：会員1000円、一般1200円
★申込み：往復はがき、または市の各施設に配置する
申込用紙に、郵便番号・住所・氏名・電話番号を
記入し、郵送または直接申込み。（申込用紙はホーム
ページでもダウンロードできます。 PDF形式）

８月１６日（金）～ ９月11日（水）必着
《宛先》 〒248-0027 鎌倉市笛田1-11-34
笛田リサイクルセンター内
鎌倉リサイクル推進会議リサイクルマーケット係へ

－同時開催－
★ リメイク作品販売コーナー
運営協力費：会員500円 一般700円
★ 子ども工作教室ー「牛乳パックでデコBOX」
先着30人 運営協力費:100円

★ 「やってみよう！傘の修理」
☆ 修理したい傘をお持ちください。部品代のみ実費

★ 「ミシンでハンドクラフトに挑戦！」
先着10人 運営協力費:300円 材料費：100円

★ おもちゃ病院

☆ 修理のある方は、当日早めにご持参下さい。
「裂き織りでマフラー」
9/5(木)10：00～15：00
※なるべく公共交通機関をご利用下さい!!
手持ちの毛糸や布を使ってマフラーを織ります。
◆裂き織り中級編受講済みで、一人でたて糸がかけられる方
対象。
持ち物：たて糸は中細程度の毛糸、よこ糸は毛糸または布を
笛田リサイクルセンター案内図
裂いたもの（モヘアは使用不可）、ハサミ、目打ち、弁当。
※リジット機のある方は持ち込みできます。
江ノ電バス利用－
定員：12人 運営協力費：600円 ※電話または直接申し込み 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72・賛助会員97・合計169…7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/

