これは裂き織りといいます。布を裂いて
織っていきます。今、大人気です。
夜の教室もあります。

耳納クリーンステーション
(RDF)の南隣に再生工房は
あります。
えっ？RDFを知らない？

国道210号浮羽
究真館高校入口
交差点を南へ900m
行ったところです。

再生工房は
リサイクル・ごみ減量を
しながらモノづくり
ができる教室が
いろいろ！

「ながのばあちゃんの食術指南」の
長野路代さんによる出張教室など
外部講師による教室も多数あります。

この羽子板は「帯」
でつくりました。
こうしたモノづくりが再生工房流。

長野路代さん

一閑張り
（いっかんばり）を
つくっています。
こんなショウケ
おうちに眠っていませんか。
布ぞうりは最初
からつくると時間が
かかります。そこで
ある程度のところまで
材料をそろえています。
材料をつくっているのは
自主活動グループ
「ねっとクラブ」のみなさん。

全教室要予約で託児も
します。
ご利用下さい。
布ぞうりを
つくっています。元々
自分の足にひもをかけて
作っていたんだそうですが、
今は足の形をした台に
またがってつくります。

保育園の給食の
生ごみ、家庭の生ごみ
を堆肥にして保育園
出張堆肥・野菜づくり
教室もやっています。
生ごみ直接を畑に投入
する方法もあります。

子どもたちや親子
を対象に様々な
体験教室を行って
います。料理・工作
などメニューいろいろ！

年１回開催の
大人気耳納ねっと！社会
科見学ツアー。環境・
地域循環・伝統の食等
毎年テーマを決めて
日頃見られない企業
や施設を見学。

古モノ好きさん
集まれ。家具・雑貨・
食器など、毎月二十日は
二十日の市。古モノ販売
します。木製建具も多数
揃えています。

５月、１１月の
第４日曜日は恒例
耳納ねっと！
フリーマーケット
１００店舗近く
並びます。

27年度より
開催されている
耳納ねっと！手づくり市
手づくりの物のお店
だけが立ち並ぶ
イベントです。

クリスマスが
近づくと子供会の
クリスマス会の予約が
多く入ります。大人気なのは
ケーキづくりと
クリスマスリースづくり。

エコクッキングも
あります。火にかけた鍋を
この鍋帽子の中に入れると
長時間弱火をかけたような
効果が得られます。

年中通して大人気
なのはピザづくり。本格的
に小麦粉からつくります。
ピザ窯で焼きます。材料を
袋に入れて生地にします。

非会員

土日祝日を中心に子どもたち︑親子で楽しむ

員

納 クリーンス テーションの 南 側
の 広 場 に囲 ま れ た 平 屋 の 建 物 ︒
そこが再生工房です︒年２回の
フリーマーケット開催時には大勢の来場客
でにぎ わいま す︒通 常 はエコ・リサイクル
を目的とした教室を行っています︒
また︑それらの作品の展示やリユース着物︑
洋服︑書籍の販売を行っています︒
広場は開館時間中︑自由にお使いいただけ
ます︒芝生︑ビオトープ︑遊具もあります︒

会

どなたでも受講できます︒

教室開講日の１ヶ月前の日の
朝 時より受付開始︒
申込みは電話か窓口で
お願いします
受付は先着順で︑定員に達した
時点で締切となります︒
それ以降はキャンセル待ちで
受け付けます︒

うきは市
久留米市
在住者

右記以外

￥700 ￥500

行事も数多く行っています︒本紙ではこう
した再生工房のご紹介をいたします︒

)

￥500 ￥300

再生工房エコ教室

受講資格

申込方法

一(回の受講料

受講料

本施設は旧浮羽郡 現(在のうきは市と
久留米市 で
) 組織された組合によって
設置されているため︑両市在住者を
優遇しています︒
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耳

リフォーム(洋裁)
着物、帯、端切れなど使わなくなった布を使って、洋服、かば
ん、帽子などをつくる教室。
また、普段着ているセーターの袖
を落としてベストに変えるなど、洋服を部分的に変える簡単
なリメイクも教えています。
●開講日数 月２日×３回（１回(２日)のみ受講可）
●時間 午後１時〜４時（３時間）
●その他 課題は無し・つくりたいものを考えてくる／
材料・裁縫道具持参。／費用は受講料２日分＋100円

布ぞうり

不要になった布を新しくよみがえらせる布ぞうり教室。１歳
の餅ふみ用（わらじの代わり）の小さいぞうり、飾り物用のぞ
うりづくりも教えています。
●開講日数 月２日（途中の工程まで出来上がった材料
を購入した場合、２日で１足(両方)仕上がります)
●時間 午前10時〜12時（２時間）
●その他 材料代1,000円／材料をつくるところから受講す
ることもできます。予約時にお伝えください。

裂き織り
卓上織り機を使ってご自分のペースで織り上げていきます。
●開講日数 昼教室、夜教室各月２日
（いずれかを選択）
このほかに織った布を縫い合わせる教室を月１日開講
●時間 昼：13〜16時 夜：18〜21時（いずれも３時間）
裂織縫物教室：10時〜16時
●その他 卓上織り機は無料で貸与します。最初はテーブル
センターづくりから始まり、かばん、ペンケース、
クッション
カバーと織った布を縫い合わせる作品づくりへとステップ
アップしていきます。

い っ か ん ば り

一閑張り

竹カゴに和紙を張り、その上から柿渋などを塗ったものを
一閑張りといいます。
カゴなどを大切に使い続けていくため
の伝統的な手法です。
●開講日数 月３日
●時間 午後１時〜３時（２時間）
●その他 はじめは小さなザルなど比較的簡単なものから
教えています。
カゴ、和紙は教室開講時に販売しています。

３Ｒクッキング
料理をする際、捨ててしまいがちな野菜の皮、根に近い部分
こそ栄養価が高いと言われています。
できるだけごみを出さない、省エネなど役立つ情報満載な料
理教室となっています。
●開講日数 月２日（内容が異なります）
●時間 午前10時〜13時（３時間・片づけを含む）
●その他 材料代実費／受講日２日前以降にキャンセルの
場合、キャンセル料￥500がかかります。

料理家井口和泉さんの料理教室
食材のいろいろなレシピの提案
は食材を無駄なく使うことにも
つながります。

きんつぎ（金継ぎ）

割れた陶磁器を丁寧についで
大切に使い続ける伝統的手法

大切なお皿を割ったしまった。そんなとき、捨ててしまうので
はなく、
きんつぎというお皿を大切にする伝統的な手法があ
ります。時間がかかりますが、ゆっくりとお気に入りの陶磁器
に生命を吹き込んでください。
●開講日数 月２日
（金・土曜日(いずれかを選択)）
●時間 午後６時〜８時半（約２．５時間）
●その他 割れた陶磁器をご持参ください。
よごれてもいい
服装でお越しください。

年会費
在住地を問わず
全ての方

年会費をお支払いいただくと
前頁のとおり受講料が会員
価格となります︒
会員の期限は入会日から１年
間となります︒

会員になるとおトク！

会員とは

会員特典
耳納ねっと！会員にはその他に
次のような特典があります︒
①年４回の会報誌を送付
② 布ぞうり作成台が会員価格に
③ 裂き織り用織り機が会員価格に

教室の無料体験について

すべて

初めて︑再生工房の教室を受講しようと考えて
いる方︵会員を除く︶を対象に︑教室の無料体験
ができます︒

室
１回のみ

受講できる

回

材料費は別途必要となります︒
教室によって異なります︒

教

その他

これまで再生工房の教室をどれ
か１度でも受講したことがある
方は対象となりません︒

数

注意事項

教室受講中の
無料託児サービス

再生工房では全教室を対象に受講中の無料
託児サービスを行っています︒
お気軽にご利用ください
︵要予約︶
詳細はお問い合わせください︒

５

￥1,000

毎月第４土曜・１５時〜
※要予約・無料

ダンボールコンポスト
の販売もしています。

生ごみ堆肥化のススメ

ダンボールコンポスト
設置型コンポスト
講習会

耳

納ねっと！では生ごみ堆
肥化を推進しています︒
講習会も実施しています︒
いずれもきちんと使えば︑においも
なく生ごみがなくなり︑元気野菜
作りの素︑安全な堆肥になります︒
生ごみを上手に堆肥にするコツ
は微生物がよく働くように必須４
大要素を﹁適度﹂に与えてやること
が重要です︒その４つとは﹁水﹂﹁酸
素﹂﹁栄養﹂﹁温度﹂になります︒基本
的に私たち人間と一緒です︒水・酸
素・栄養は欠かせません︒温度が低
いと分解が遅くなります︒逆に多い
のも問題です︒水分が多いと生ごみ
に酸素が供給されなくなりニオイ
や腐敗の原因になります︒どれくら
いが﹁適度﹂なのか︑
一度講習会を受
ければコツがつかめると思います︒

小学校・保育園等出張もします

ダンボールコンポストモニター事業への出資のお願い
◎地域の企業・法人個人事業主などの皆様が
地域住民の生ごみ減量を支援する新しい協働
のカタチです。

耳納ねっと！では地域の企業・法人・個人事業主の方
など皆様の出資で、地域の方々がダンボールコンポスト
に取り組む仕組みをお手伝いしたいと考えております。

◎あなたの１口の出資で一人の市民が３か月間
生ごみ減量に取り組むことができます。

出資額 ：\1,500/１口（複数口可）
出資金の使途 ：ダンボールコンポストの提供
出資方法 ：再生工房窓口支払・振込 ( 下記参照 )

●１口￥1,500（複数口可）でダンボールコンポスト一式が、モニター
講習会に応募いただいた地域住民へ、また、小学校の環境教材として
提供されます。

申込 ( 出資 ) 口座：福岡銀行 吉井支店（普）2258181

●材料提供していただいた方の企業名、個人名等はコンポストのダンボ
ールに名刺サイズにて「提供元」としてシール貼り付けします。

企業・法人・個人事業主の皆様のご協力をお待ちしております。

0943-76-2077

●季刊「minounet」のいずれかの号に材料提供の協賛一覧を記載いたします。

休館日：月曜日
開館：10 〜 17 時

使わなくなったものを
次の人へバトンタッチ

不用品出張引き取りサービス
古もの家具

耳納ねっと！フリーマーケット

本・マンガ

毎年５月、11月の第４日曜日に開催。約１００店舗が出店
します。耳納ねっと！設立以来10年続く目玉イベントです。
出店申し込み方法は４、10月の中旬以降、公式Webで。
AM9〜PM2 雨天時は１週間延期。
今後の予定 H28年11/27 H29年5/28、11/26

食器類

耳納ねっと！二十日の市
着物・浴衣・帯

フリマ開催の５、11月を除く、毎月20日に開催される掘り
出し物市。
（休館日等の関係で前後にずれることもあります）
絣市、オークション、着物・洋服詰め放題など、
月によって
様々な企画があります。AM10〜PM2
今後の予定 H28年6/21・7/20・8/20・9/20・10/20・12/20
H29年1/20・2/19または2/21・3/19または3/21

上記の不用品を浮羽郡（うきは市・田主丸町）に限り、出張
引き取りいたします。家具については下見をさせていただ
いてます。再生工房での販売を目的にしているため、傷み
のあるもの等は引き取れない場合があります。
７

76-2077

施設の空き状況を調べます。
空いていたら予約完了。
必要に応じて、事前打ち合わせ
をさせていただきます。
実施当日。指定時間までに会場
にお越しください。

耳納アンビシャス広場でどんなことができるの？

ピザづくり

飯盒炊さん

押し花教室

松ぼっくりでつくるクリスマスツリー

太陽熱調理（ソーラーオーブン）

食

育

ストーンウェイト（一閑張り文鎮）

一閑張りの鉛筆立て

裂き織りコースターづくり

バルーンアート

クリスマスリースづくり

クリスマスケーキづくり

牛乳パックでつくるお寿司

自然学習

むかしあそび

出張読み聞かせ

門松づくり

このほかにも以下の内容の対応を計画しています。
子どもお弁当づくり教室・お家でできる簡単子ども料理教室・親子グラウンドゴルフ・草木染め・・・。
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ここで紹介した内容以外にも︑
このほかにやってみたいことが
ありましたら︑広場事務局にご相談ください︒

木工クラフト教室

クッキーづくり

パンづくり

子ども・親子の体験教室いろいろあります︒

お問合せ・お申込み

この紙面を参考に、内容と候補日
についてお電話ください。

耳納アンビシャス広場のご紹介

以下は内容によって料金がかわりますのでご相談ください。
●エコ教室・エコツアーなど

耳納アンビシャス広場をご利用
ください。

再生工房は子どもたちが気軽に立ち寄って
遊 ぶことので き る 居 場 所 ︑地 域 ぐ るみで
子育てする場所﹁アンビシャス広場﹂に指定
されています︒
うきは市︑田主丸町の子ども会・学童保育・
親 子 グループなどの活 動 支 援 を行っている

有料メニュー
●工作教室一律 ➡￥２００／人
●料理教室一律（ピザ・ケーキ等も含む） ➡￥５００／人
●食育の教室（エコクッキング・ダンボールコンポスト講習等）
➡￥５００／人
（クッキング）
無料メニュー 要材料持ち込みもあり
●昔遊び 竹馬、けん玉、竹とんぼ、フラフープなどで遊びます。 ➡無料
●キャンプ・飯盒炊爨 (はんごうすいさん)・バーベキュー
➡指導あり・無料・キャンプはテント持ち込み
●自然学習 ➡無料

子供会で行う行事・・。
何かいいものないかな〜。

ほか︑毎月１回出張読み聞かせを行っています︒

費用はどれくらいかかるの？（大人・子ども同額です）

