自然の綿から、人・地球環境をきれいにする

ふらのわ
成田の綿畑。
夏の日差しを受け成⾧中。
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コロナ禍支援
シーツ＆ブランケット 新しくしませんか？
人は眠っている間に、身体の疲れを癒しています。
無意識下で使う寝具は、免疫をあげるため何よりも大切。
身体の疲れを引き受けてくれる寝具、
買い替えてさらに気持ちよく健康を目指しませんか？
皆さまに元気になってもらいたい、という思いを込め、
「秋の買い替えキャンペーン」実施します。(９月末締切)

朗報！

生成のシーツ＆ブランケットをお取り替えの方は、

先着
200名様

会員価格からさらに5000円引きの支援！
（※他セット品はキャンペーン対象外です。）
新しい布良に包まれ、

お申込みはお近くのふらっとさん、または東京本部へ。 気持ちよくお休みください。
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ふらの”わ”を広げる！ イベントのご 紹 介
新型コロナウイルスの感染状況を鑑みつつ、各教室・サロンを開放しています。
参加される方は、マスクの着用・手洗いなどご協力をお願いいたします。
また、各地の感染状況によっては中止となる場合があります。
参加を希望される方は、本部もしくはさっぽろ布良へご連絡ください。
曜

日 ・ 時

東京 第1・3水曜
東京 毎週木曜

間

イベント

10:30～12:30
13:30～15:30
午前・午後

講

師 ・ 担

中西先生

糸つむぎ練習日

糸紡ぎマイスターの皆さん

10:30～15:00

手織りと駒での紡ぎ教室

平井先生

東京 毎週土曜

13:00～17:00

ものづくりお話会

水島さん

10:00～

糸紡ぎ・織・手編み練習日

2・6・13・20・25日

無料

要予約

機械使用料
（修理積立を含む）400円
500円
（体験の方は別途）
無料

申込：札幌サロン 011-261-5615

布良 使い方サポートテレフォン(担当：さっぽろ布良）
成田

参加費

布良手編みクラブ

東京 9/4・18・25

札幌 毎週火曜日

当

専用電話 080-7841-0086

綿畑体験会
集合：京成成田駅アパホテル前
申込：本部 03-5540-8511 持ち物：軽作業用の服装、昼食、飲み物

シーツ&ブランケット 再利用の方法は？
『古くなったシーツやブランケットはどうしているの？』という
お問い合わせをいただきました。
ブログ記事
ふらのわ会でおすすめしているのは
●作品に作りかえる
（過去聞いた話では、スリッパ・スタイ・枕カバー・
刺し子で飾り付けなど）
●切って、お掃除・ガーデニングなどに使う
●ペット用に 動物たちも大喜び

他にも、『こういったものがおすすめだよ！』
という方のお声も募集しています。 気持ちよさそうですね。

畑の収穫祭、
来月開催予定です！

今年の収穫祭は、

10/25(日)開催予定。

東京本部では保護猫の活動をしている方への寄付を行っています。 ※諸般の事情により変更に
なる場合があります。
ご興味のある方は、布良東京サロンまでお送りください。
詳細は来月号でご案内します。
（送料は送り主の方にご負担いただく形になります。）
ブログ記事

涼しい夏用マスク、販売中

大好評につき
製作が追い付かず、
お待たせして
申し訳ございません

まだまだ暑さが続きます。夏用マスクは引き続き受付中。
『布良のマスクの気持ちよさを多くの人に
知ってほしい』との前島の思いから、今回大特価で販売中。

サマーマスク平型（約9×16cm）
希望小売価格2,240円のところ

平型
立体型

1枚 1,500円→ 2枚で 2,500円
サマーマスク立体型（約9×13cm）
希望小売価格3,040円のところ

1枚

2,000円→

2枚で

3,500円

ふらのわ会東京本部 TEL:03-5540-8511 本部WEB: http://www.fulanowakai.com

平型

立体型

会員サイトhttp://www.fulanowa.com

布良のお話し会

令和2年9月のご案内

緊急事態宣言の解除を受け、各地対策などを行った上でつどいの開催となりました。
参加される方におきましても、マスクの着用・手洗いうがいなどご協力お願いいたします。
また、各地の感染状況によっては中止となる場合があります。
参加を希望される方は、現地の担当者へご連絡ください。

Zoomでつどい配信！
毎週月曜夜、ふらのわ最新情報
（使い方、体験談、オトク情報
布良とは、会の思い）を発信中！

現在、東京サロンの
前島のつどいを
ZOOM配信しています。
PC･スマートフォンでご自宅からつどいに
参加できるようになります。(詳細は本部まで)

新規ご登録いただいた方に
クーポンプレゼント！

ZOOMの流れはこちらから確認できます→

ふらのわ会東京本部 TEL:03-5540-8511 本部WEB: http://www.fulanowakai.com

会員サイトhttp://www.fulanowa.com

