
番号 写真 材料・作り方 ポイント

1
コスメの入ってる袋
鼻の部分に柔らかい針金
耳にかける部分は、全国大会の時のお菓子のリボン

袋を5枚使用した為、金の文字がずれないように縫うのが大変だった。

2

レーステープ
レース
パステルピンクの生地
内側は子供用で使ってたガーゼ布

使い捨てのマスクの耳のゴムと鼻のワイヤーを再利用してあります。鼻
のワイヤーを入れる事で可動性もあり女性らしくエレガントな服にも合わ
せられるデザインにしました♡

3 綿

布とゴムがなく、未使用のマットレスカバーがあったので、分解し白い布
とゴムを取り出して作成。立体マスク。型紙はダウンロードしたものと市
販のマスクを参考に独自で作成。布とゴムをマットレスカバーを使用した
【思いつき】がポイントです。

4 核酸ドリンクの箱を切って穴あけてゴムつけました
鼻がしっかり収まるように切ったこと
どりんぴんのシールがポイントです。

5
豚のお面を鼻だけ切り残し鼻の穴の裏側にはウイルスが入らない
ガーゼシートを貼りました

呼吸ができてウイルスが入らないようにしました
ポイントは２万円を狙ってるところです

6 大きすぎたズボンを半ズボンとマスクにしました

伸び縮みができる生地なので少し小さめにして顔にフィットするようにし
ました
ポイントはマスクと半ズボンをおしゃれに着こなすとこです

7
さらし、キャラクターハンカチ、
子供用タイツ

中々、子供がマスクをしてくれず、使い捨てのものだと
ゴムで耳が痛いと言われてて、好きなキャラクター
ハンカチで作ってみました。口にあたる部分はさらしで、見える所をキャ
ラクターにして、耳のゴムは子供用タイツを買って、切るとクルンと丸々
り、マスク用のゴムよりやわらかいし、伸びるので子供も痛くないと言っ
てくれました。

8 ガーゼ生地のタオルとバイクの旗 バイク乗りだと分かるカッコ良さ

9 フォーデーズの化粧品の袋

袋の大きさがマスクにぴったり合う
袋を中に二重にして、下両端を小さい穴あけ、自分の顔に合わせて結ん
だ！
中にリードペーパータオルをあてて、口紅などついたら？捨てて、マスク
は熱湯をかける
殺菌  すぐ乾く！
バージョンに合わせて無地にしたり、派手に宣伝したり
軽くてしわにならない！凄く便利です

10
綿ハンカチ１枚 、ゴム
マスクの大きさに折り上下左右を縫う

素材が綿でガーゼではないが裏側にポケットがあるのでガーゼハンカチ
が入れられる

11
100円ショップで購入したバンダナ
使い捨てマスクで型紙でを作り
カットしてまわりを縫うだけ

柄を左右あわせるように裁って縫った柄がハート❤️になるように作っ
た

12
捨てる予定だった娘の伸縮性のある スカート型紙でカットし縫うだけ
伸縮性の生地なのでゴム代わりにスカートの裾あげしてあるところを
使用

伸びるので男性にもできる大きさのマスクになった。
スカートだったと言わなければわからない

たくさんのご応募、ありがとうございました。お送りいただいた作品の写真、材料・作り方、ポイントをできる限る記載しましたが、作業が追い付かず記載漏れがあるかもしれません。応募作にはもれ
なく目を通していますので、ご容赦ください。



13
着なくなったYシャツとガーゼハンカチ、ゴムマスクの型紙にそれぞ
れカットしまわりを縫ってゴムを付けた。

着なくなったYシャツとガーゼハンカチ、ゴムマスクの型紙にそれぞれカッ
トしまわりを縫ってゴムを付けた。

14

バッグなどをくるんであった不織布をハサミで切って、折り畳み、ス
トッキングを切った輪ゴムをつけただけ、江幡さんが動画で紹介して
たものと同じ作り方です。子供でも簡単に作れますね。

マスクをつけると、鼻と口が見えなくて、表情が分かりにくいのと、マスク
の中は口紅をつけられないので口を描きました。美人になるマスクで
す。（なってませんが、、、）

15 温泉でもらってきた足袋
温泉に行くと必ずもらう足袋ですが、もらったまま引き出しに入ってること
が多いのです。
ハサミで4箇所切るだけですので、子供でも作れます。

16

木綿のハンカチ1枚
ゴム(ヘアゴム)
マスクと同じようにゴムを自分の耳にかけるからいにカットし丸く作っ
ておく。
ハンカチ1枚を半分に折りまた半分に折り、長い長方形を作り三等分
した右と左の所に作っておいたゴムを通して、置いた所からハンカチ
を中にパタン、パタンとたたみ出来上がりです。
※ひだを作っても良いです。

ポイントは、
超簡単に出来ること。
ハンカチの可愛い💕💕のやシンプルなもの色んなバリエーションが楽しめ
る。毎日、洗濯して清潔です。
誰でも簡単に作れる。

17
冠婚葬祭用のハンカチ、赤白帽子のゴム。
インターネットで1番簡単そうな作り方を選びました。ハンカチを4等分
に畳んで4枚の生地をまとめて縫いました。

どこの店に買いに行ってもマスクも無く材料もありませんでした。そこで
家の中を探して、家にある材料で作りました。ミシンも十何年前に使った
きりだったので、ミシンから埃が出たり、上糸と下糸が合わなかったりし
ました。インターネットで20分で出来ると書いてあったが1つ作るのに2日
かかりました。2個目は30分ぐらいで完成しました。家で過ごすのもいい
もので片付けが出来ました。

18
このマスクのポイント顔にぴったりフィット出来たのが
良かったです🎵🎵型紙で形を調えました

19

お気に入りのガーゼハンカチ、
作り方ユーチューブでマスクの
作り方を色々参考にしてハンカチで2部作れるように立体型にし、
4枚重ねにしました。

刺繍を活かしたかったので花の向きを意識して裁断した。ひもはサージ
カルマスクの紐の再利用・ノーズも
サージカルマスクのノーズワイヤーを入れた。

20

パーティーペーパー1枚、廃棄したマスク1枚、(真ん中の羽織り布の
み使用，ゴム，鼻筋の針金高温消毒後使用）
使ったマスクの真ん中の部分を切り取り、洗って消毒してパーティー
ペーパーの真ん中に入れて、再利用する。耳掛けのゴムと鼻の部分
の針がねも再利用する。ホッチキスで止める。

⑴パーティペーパーは20枚で、100円ショップで購入。
⑵安価で簡単に作れる。
⑶快適に使える。
⑷子供でも作れます。
⑸パーティペーパーのみ交換して、中は消毒して再利用できます。
⑹ホッチキスの針金の足は外側にして、顔を傷付けない様す

21

ハンカチーフ（一辺43〜45㎝）一枚ヘアゴム30〜40㎝を2本（耳掛け
用）ご自分のお好きなもので
上下半分の中心に折り、
そして重ねて1／４の幅にする。
そこに輪にした耳掛けようのゴムを通し1／3に折り曲げ、重なった部
分を挟み込む。ゴムの結び目を折り目の中に入れ端に寄せれば出
来上がり。

お裁縫が超苦手な私のお気軽マスク。
縫わなくても折り紙のように畳んでゴムを挟むだけでの超簡単マスクの
出来上がり。
素材はハンカチの素材を変えるだけでお好み次第。洋服に合わせて色
合わせも出来楽しいです。ハンカチですので洗えます。
耳掛けのゴムは専用のゴムが品不足のため有り合わせで。これもお好
みで。手洗い可能です。
ハンカチーフの重なるところを互い違いに挟み込めば外れることもありま
せん。
写真は息子がもう使わなくなったものをリユース。
バンダナでは大き過ぎました。薄手のタイプの方が肌あたりが優しい
かったです。

22

ペーパーナプキン、クッキングペーパー、ノリ、両面テープ、サージカ
ルテープ、ソフトワイヤー、マスク用ゴム
作り方→まず、紙ナプキンを表を下にして置きます。その上にクッキ
ングペーパーを重ねます。
次に、上下1cm位大きめに紙ナプキンを切ります。
そして、上下を三つ折りに糊付けします。
上部分には真ん中に来るようにワイヤーを挟んでから両面テープで
止めます。
次に、表を向け3.5cm位のとこを山折、1.5cm位のとこを谷折りして行
きます。ヒダが３つ位できるはずです。
折り目を付けたら、裏を向けて左右の二重になってる部分辺りを両
面テープで止めて
二重になってない部分を切り落とします。
そして、一つ折り曲げます。
また、両面テープを左右に貼り ゴムを挟んで止めます。
折り曲げ部分にはサージカルテープを貼ると剥がれにくいです。
ゴムの長さは、調整して下さい。

工夫した点は、立体的になるようにワイヤーを入れることです。
このマスクのポイント は、ヒダを入れたので立体的に顔にフイットすると
こです。あと、クッキングペーパーが不織布で出来てるので、普通のマス
クと同じような効果があることです。

※100均で材料はそろいます。針と糸を使わず簡単に子供でも作れて高
性能です。



23

お弁当包み布ナプキン
白いハンカチ又はガーゼ
ソフトワイヤー
ミシン又は手縫い

1.お弁当を包む布ナプキンの端の縫われた部分をカットします。
2.真ん中部分を使いマスク本体を作ります。
3.白いハンカチやガーゼを用意して、ナプキンと裏表に重ねます。
4.重ねた上下を縫い合わせます。
それを裏返して縫目を中にし、アイロンで押さえます。
5.上下を端から7mm位の位置にステッチをかけます。
その上部分にソフトワイヤーを通して真ん中に入れて、ワイヤー両
端をステッチで止めます。
6. 表にして上から適当にヒダ折りしてアイロンで押さえます。
ヒダがくずれないように、両端にステッチをかけます。
7.次に左右両端を顔の大きさに合わせて(だいたい、1cm～2cm)三つ
折りに縫います。
8.先に切り取っておいた部分は耳に掛けるゴムの代わりに使いま
す。
それを左右の部分に通して結びます。
9.ワイヤーが入ってる方が上になります。
鼻に合わせて立体化させて顔にフィットさせ着用します。

ヒダが同じように折れないのが、ちょっと困りました！
やはり、顔にフィットするのと、マスク用ゴムが不足してるので思い付い
たのが端部分です。

24

布ハギレ、フェルト、柔らかキッチンクロス、ゴム2本、糸
作り方→同じ形の生地を4枚使用。2枚ずつ縫い合わせ、表側に
鼻と口を縫う(マスクを付けた時に丁度鼻の位置が合うように)
表と裏側を合わせて縫う。両サイドにゴムを置いて折りたたみ縫う。

裏側は肌に優しい
柔らかい通気性抜群のクロスを使用しました。
(繰り返し使用できます。)あと、鼻毛の量…
立体形にしてフィット感にもこだわりました。

25 ハンカチ1枚、ゴム2本
子どもが使用していたハンカチを再利用。
折りたたんでゴムを通すだけなので子どもでもすぐ作れます。

26 表   娘の着なくなったブラウスと、裏  娘の肌着！ゴム！ 表生地と、裏生地の素材が違うので手縫いの方が、縫いやすいです！

27
100円均一・・・星柄バンダナ1/4枚 マスク用パッド
＊使い捨てマスクの耳にかける部分
＊材料費 200円かかってません

＊ただ長方形に縫っただけではなく、
アゴ部分までカバー出来るよう、
ダーツを寄せてあります♡
＊ 裏面は まだ改良点はありますが
100均のマスク用パッドで メガネが曇らないように貼り付けてます♡
＊そして 何より…❤
ドリンピンちゃんのバッジが寄せたダーツに取り付けられるので 金具部
分が肌に直接当たる事なく付けれます

28

材料:不織布シート，ラッピング
用不織布袋，ゴム，両面テー　プ，布絆創膏，園芸用カットビニール
タイ
作り方:①ラッピング用不織布袋を18×16と22×20を1枚づつ切る。
②不織布シートを18×16を1枚切る。
③22×20の長い2辺に両面テープを貼る。
④1辺を両面テープの幅で折り返す。もう1辺の両面テープの上に②
を両面テープの半分の所に貼る。
⑤④にビニールタイを両面テープで貼り、①の18×16を重ねて貼る。
⑥③の両面テープの上に両面テープを貼り⑤をきちんと弛まないよ
うに整えて両面テープの幅で折り返して貼り付ける。
⑦ビニールタイを入れた方から3㎝山折りし1㎝谷折りを繰り返し3段
のプリーツを作る。この時1段づつクリップで端を止めるとやりやすい
です。
⑧プリーツを手で押さえクリップを外し端に両面テープを貼る。
⑨⑧の両面テープの内側にゴムを置き、ゴムが両面テープにつかな
いようにゴムの幅で折り返し貼り付ける
⑩⑨で貼った両面テープを布絆創膏で補強してゴムを結び、結び目
をマスクの中に入れれば出来上がり。

市販の使い捨てマスクと同じようにフィットするようにプリーツを工夫しま
した。最後の肌に当たる部分がかぶれないように布絆創膏を使いまし
た。100均で全ての材料が揃いなおかつたくさん出来るように組み合わ
せました。

29
綿布、ガーゼ布、ファスナー
普通にマスクを作り、真ん中横一直線に切り開いてファスナーを縫
い付けるだけです♪

マスクを取らなくても、ちょっとしたお菓子を口に入れたり、ストローで
ジュースが飲めます！

30

フォーデイズ のショッピングバック
ガーゼ生地
髪を結うゴム

１　フォーデイズ のショッピングバックを解体します。
２　型紙に合わせて解体したショッピングバックとガーゼ生地をハサ
ミで切ります。
３　縫っていき耳にかけるようにゴムをつけます。

フォーデイズ  ショッピングバックが意外と固めだったので縫いづらかっ
た。サロンで商品購入するときにショッピングバック頂くのですが柄もオ
シャレなのでマスクにしたら柄もオシャレでカッコよくも見えるかなぁとひ
らめきとショッピングバックの生地がなんとなーくウイルスを通さなさそう
だなぁ…
これでマスク作ったら面白いかもなぁ…
これは誰も思いつかないのでは？と思いました。



31 コットンタイプの糸

工夫した所は裏に付けたポケットです。
ポケットの中にペパーミントのアロマオイルを一滴垂らしたキッチンペー
パーを入れることで花粉症の方も鼻の通りがいいと思いました。
ペパーミントの代わりにグレープフルーツのアロマでダイエット効果もあ
るそうです。

32
ウェットティッシュ（乾燥したもの）
横に伸びる方向で二つ折りにし耳に掛ける2箇所に切り込みを入れ
顔のサイズに伸ばすだけ

不織布製じゃないと出来ません
今回仕様したものは18㎝22㎝なので大人はそのままでいいですが子供
はサイズを2㎝ほど短くしたほうがいいと思います
薄いものは間にティッシュを入れると透けなくていいです☺️

33
全国大会のおみやげバッグ
立体マスクの型で切りとり中心だけ縫う耳の所は両面テープで止め
て出来上がり

不織布なので切りっぱなしでも大丈夫なので作りやすい

34
試飲用の紙コップ
顔にフィットするように半分切り取り両面テープではり合わせ耳かけ
ひもを通す穴を開けて紐を通す

顔に当たる部分が切りっぱなしだと痛いので内側に折りこむ
紙コップの底に自由にメッセージが書けるので一目で分かってもらえる

35

日本手拭い・赤ちゃんのガーゼケット(おくるみケット)・帽子用ゴム
マスクの形を表2枚・裏2枚つくります。裏は、表より3センチ短く切り
ます。後は、マシンで中表で縫い合わせ、長い方でゴムを通す所を
作り、ゴムを通せば完成！

工夫したところは、特にありませんが、ゴムを通す時に、ゴム通しじゃな
く、ヘアーピンを了解しました。

36 フォーデイズの春のイベントの手拭いを立体マスクにしてみました
ドリンピンが目立つ様にカットして布の間にガーゼなどを入れられる
様にしました

37
◎マイクロファイバータオル(フェイス用)　
◎ランチョンマット(布地)
◎ロングゴム(ヘアー用)

◎ゴムは人それぞれに合わせられ、耳が痛くならないよう
　長さ調節などを可能にした。
◎洗濯して繰り返し使えるようあえて手縫いで
　しっかりと縫った。
◎肌に触れる側はマイクロファイバーの生地を使い
　長時間つけていても痛くない、カサつかない、
　呼吸での保湿性を高めた。
◎顔にフィットするような形にして、メガネをかけても
　メガネが曇らないよう鼻の頭に来る部分を少しだけ高くした。

38

★自宅にあるハンカチ
★100均に売ってる名札クリップ✖️2
　
1️⃣　100均に売ってる名札クリップのひもをはずす。
2️⃣ 使い捨てマスクで使い終わったゴムをはずし、クリップにつけ
る。
3️⃣マスクと同じ大きさにハンカチを折り、両端にクリップをつける

簡単！子供でもできる！好きな柄のハンカチに使える。

39 ハンカチ、ストッキング等
ミシンとか使わず簡単に作れて、お洗濯OK。イヤリグ付きなので、オ
シャレ！ゴムはストッキングなので耳が痛くないし、結び目が無い。

40
マスク　
作り方絵を書く、紙を貼る！

とにかく今家から出れない中で家にあるものだけでやり切る！というの
を目標にしていました！！
前見えないやん！(未来が見えない)っという絶望もギャグに（笑）



41

ダブルガーゼ、リバティの生地、日本タオル、綿ローン生地など、
様々な生地でつくりました、作り方は、34センチ正方形を輪にして、
二つおりにして、中央を上下にタックをとってます。両面使えます、な
かにポケット状につくり、フィルターもいれることもできます。

中央に、タックをとってますので、上下に引き出すと、立体系のマスクとし
てもつかえます、
おしゃれに、服と合わせたデザインでつくりました、

42

ダブルガーゼ、リバティの生地、日本タオル、綿ローン生地など、
様々な生地でつくりました、作り方は、34センチ正方形を輪にして、
二つおりにして、中央を上下にタックをとってます。両面使えます、な
かにポケット状につくり、フィルターもいれることもできます。

中央に、タックをとってますので、上下に引き出すと、立体系のマスクとし
てもつかえます、
おしゃれに、服と合わせたデザインでつくりました、

43
ハンドタオル・半分に切って上下縫って裏地にガーゼ デザインがおもしろい。

ペアー向け

44

ハンカチ、使い捨てマスクのワイヤーとゴム紐、ガーゼ
ハンカチを四つ折りにして、裏側にガーゼをあてて、鼻の部分にワイ
ヤーを入れてその部分だけ先にミシンで縫う。両端に折り目をつけ
てガーゼで挟んでミシンで縫う。最後にゴム紐を通す。全て家にある
物を使用した。

折り目が綺麗に出るように左右均等にミシンで縫いました。
ポイントは、刺繍入りのハンカチを使って可愛らしく仕上げてみました。

45

・綿100%生地
・ウイルス防御のフィルターと
　してガーゼ2枚
・マスク用ゴム

フェイスにフィットする様に、自分のサイズに仕上げました。
鼻からのウイルス侵入を防ぐだめに、立体にしました。
また、つけ心地にこだわり肌ざわりの良い生地を選びました。
・このマスクのポイント
毎日コロナのニュースで、気持ちが暗くなってしまいます。
少しでもマスクをするのが楽しくなるようにと、マスクを通して周囲の方と
コミュニケーションがとれる様に可愛い不思議な国のアリスのデザインを
選びえました。アリスのように夢だったら良いなと願いを込めながら作り
ました。

46 手ぬぐいを使いました

立体マスクの作り方を検索すると布を4枚用意するものが多いのです
が、この作り方のように2枚の布から作ると、縫い合わせる工程がとても
少なく短時間で出来ます。特に耳の部分は、2つ折りで出来るのが嬉し
いポイントです。
2枚の布をデザイン違いにすれば、左右非対称のアンシンメトリーになり
ます。
★このマスクは、和柄な手ぬぐいと、デニムを使ってクールに仕上げまし
た。自分だけのオリジナル柄で、ちょっとだけ気分が上がります。

47

素材はストレッチレースとサラシとガーゼ
作り方①型紙作成　②レース1枚、サラシ１枚、ガーゼ2枚をそれぞれ
裁断する③レースとサラシを合わせてセンターを縫い合わせる④
ガーゼ2枚を合わせてセンターを縫い合わせる⑤レース部分とガー
ゼを中表に合わせ、返し部分を残して縫い合わせる⑥裏返して表に
する⑦返し部分を閉じて縁を縫う⑧ゴムを通す部分を縫う⑨ゴムを
通して結ぶ

顔にフィットするように立体にし、レースの縁を活かしてお洒落に仕上げ
ました。同じレースで、気になる手の甲のシミをカバーするショートグロー
ブも揃えました。
モイスチュアハンドクリームを塗ってショートグローブをすれば、手の甲
はしっとりすべすべに！

48  100均の、布切れ、ヘアゴム　家電量販店でプリント用紙
６人会など小さなフレンドリー中心の活動の中で、エチケットとしてマスク
が必要な中で何かと暗い話題が多いので、少しでも笑顔が、出るような
物をと思い作りました

49 布切れ、プリント用紙
重ねゆく日々のために、私達会員の為、日本の為沢山の希望を
くださる、和田社長、松本専務、宇住先生をはじめとする方々に敬意を
表して作りました。

50
頂き物のタオルハンカチとヘアーゴムと、使用後のマスクのワイヤー
とバイヤステープ。まつり縫い。

このマスクのポイント可愛い柄を生かしてお手軽に

51 ハンカチ 可愛いニャンのお口に合いますように‼️



52 セミナーでもらった、体操の手ぬぐいを使わせていただきました。(^^)
中にガーゼやフィルターが入るように工夫しました(^^)  ゴムは、パンツの
ゴム（≧∇≦*）

53

秩父銘仙（絹織物）の切れ端で同級生（以前、会員でしたが退会され
たのでIDがありません）が作ってくれました。

絹なのに洗えます。銘仙は昔、普段着の中のオシャレ着だったそうで
す。秩父が地元なので、こちらで応募させて頂きました

54

ガーゼタオル、ヘアゴム、糸
☆立体マスクの型紙をコピーして切る
☆1センチの縫いしろを残して布を切る
☆中表に合わせ横を縫う(裏表も)
☆上下も同じように縫う
☆裏返して周りを縫う
☆両脇はジグザグミシンで縫う
☆ゴム通しを1.5センチ折って縫う
☆ゴム片方30センチで切って通す
☆完成

☆障がい者の弟のために作りました！
☆弟が好きなかっこいいライオンがポイント！
☆ただのマスクもファッションの一部に！
☆ゴムがなかったのでヘアゴムを代用
(生地にあった緑色のゴムもポイント！)
☆肌にも優しいガーゼタオルを使用！

55
使用した材料は、子どもが着れなくなった洋服で作りました。中に入
れているガーゼも、赤ちゃんのときに使っていてキレイなガーゼを使
いました。

工夫した点は、子どもが飽きずにつけていられるようにしています。
洋服で作ったマスクなので、肌触りも良く、肌の弱い息子にもずっと
付けられるマスクにしました。

56

布、フォーデイズの袋２枚
１、袋を分解して表地用の布と合わせて縫う
２、裏地も縫い合わせる
３、表地、裏地にフリルをつけておく
４、裏返しで、表地と裏地を縫い合わせうらがえす
５、リボンを通しながら両端をととのえて完成☆

袋の再利用、袋の紐通しの部分をそのままフリルにつかいました^_^
ゴム紐の代わりにリボンをつかいました^_^

57

市販のガーゼハンカチ
市販のゴム
針、手縫い糸
ミシンがなく、ゴム通しもない

ガーゼハンカチを半分折りにすると
少し小さくなるので、少し、ずら
して折り、両端をゴム入れ分折り、
ゴム通しがなかったので、ゴムを
はさみながら、波縫い。
ゴムを調節して縛る。
下は縫わず、新品マスクを入れる。

マスクを入れて、マスクの鼻ワイヤーをそのまま利用出来る。
ガーゼマスクのみ洗い、中のマスクは何回か使いまわしをする。中のマ
スクがフィルターになり外からのウイルス侵入の効果がアップする

58

バック作り方、ハサミで中表に合わせ2枚カットし、ミシンもしくは、手縫い
で縫い合わせするだけです。柄合わせに工夫し、ステキに見えること、
簡単に作れること、中にガーゼもしくは、テイシュなど入れて清潔にでき
る。フィットし、丈夫な生地である。

59 セラムの袋使用、マスクの一般的な作り方でミシンで縫いました。

生地が薄いので、裏に白いガーゼ2枚重ね3枚にして縫いました。紐もそ
のまま使えます。白のマスクゴムに変えても良く、おしゃれ感が出るよう
に2色に、またゴールドの文字が出るように工夫
おしゃれで高級感のあるものにできました。

60

フオディズの昔のセラムを購入した時の梱包用の布とゴム
使いたい大きさに切る。
ゴムを丁度良い大きさに切る
ミシンで四方縫う縫う途中にゴムを挟む

フオディズから、頂いていた物を捨てずに廃物利用する。
色が、可愛い 、洗える布が硬くてしっかりしている。自分に合った顔の大
きさに作れます。

61

 LUセラムmiの購入した時の袋とキッチンペーパー
リボンを片方だけはずす。
袋の底を切る。
元々あったリボンの位地と同じ位の所まで切った底を中に折り込
み、針に糸を通して縫う。
はずしたリボンを通す。
キッチンペーパーを布の間にはさむと出来上がり。

家に有るもので、出切る。
手縫いで出来る。
洗える。
材料費が、かからない。
今回はリボンにしたが、ゴムを通事も出来る。
自分の顔の大きさに合わせられます。

62

不織布、ゴム
不織布をマスクの大きさに切る。
上下の布を５ミリ位織って縫う
横の布を１センチ位折ります。
アイロンをかけますが、その時に横に折り目を二ヶ所入れます。
横を縫うときにゴムを入れて縫います。

売っているマスクにあわせた。
洗える。
自宅にあった物を使った。
チェック柄が可愛い。



63 綿生地、デニム、 Wガーゼを使ったプリーツ型マスク

部門にはノーズワイヤーを入れて、それが無くなったら袋等を結んでい
るモールを代替えで入れてます。
表生地と裏のガーゼの間には不織布を入れ3層にしています。
Wガーゼがない場合は【サラシ】を使いました！
男性には黒っぽい柄や迷彩柄、デニムタイプがカッコいい！！っと言わ
れて作ってあげました。
女性にはワッフル生地、花柄やチェック、水玉が人気です。

まだまだマスクが足りない状態で沢山の方が困っているので少しでも微
力ながら助けてあげられたらいいなぁと思い頑張って夜な夜な作ってい
ます。
よろしくお願いいたします。

64

ブラジャー 
 
ブラジヤーを解体して、
片側を使用してあとは、
サイドにゴムを付けて、終了です。

マスクに丁度いいサイズだったこと（笑）

65 端切れ、使い捨てマスクのゴム、三角巾、全て手縫い

マスクの耳ゴムは、使い捨てマスクのを切って利用しとます。
材料は全て100均Can★Doで購入三角巾だけだと薄いので端切れの間
に入れて厚みを出しました。

66

ペーパーナプキン2枚・レンジフードフィルター(縦16cm横22cm．1
枚)・園芸用ワイヤー・両面テープ(1cm巾)マスキングテープ・ヘアゴ
ム(28～30cm細い方がいいと思います)

⑴ペーパーナプキン1枚の上にフィルターを上から2cm位下にのせ、
もう1枚のペーパーをのせます。
⑵上2cm下げたところまで半分に折ります。
⑶重ねたところ上部にワイヤーを両面テープで固定する。
⑷上にずらしておいた2cmのところを半分に折り、そこに両面テープ
を貼り、ワイヤーの上に重ねます。
⑸表部分にワイヤーが透けているのでマスキングテープで透けない
ようにマスキングテープで飾り付けます。
⑹上からプリーツを折っていきます。
上から25mmから始まり三段作ります。
⑺中心から左右に8～9cmのところで端の余分なところを切ります。
⑻プリーツが広がらないようにマスキングテープで留めておきます。
⑼裏側の端に両面テープを上から下まで付けます。ヘアゴムをのせ
15mmのところで折り返します。
ゴムを結び、結び目を中に引っ張り込んで出来上がりです。所要時
間は１５分位です。

手軽に手に入る材料だと思います。そしてウイルスが少しでも入らない
ようににフィルターを間に挟みました。上部にノーズワイヤーを入れ表か
ら透けるのをマスキングテープで透けないようにしたことでオシャレ感を
だしました。

67
給食で使っていた三角巾
100円均一で売っている飾り

三角巾を可愛いデコレーションするだけの
簡単に作れるものです☆
和田社長をイメージしてメガネをつけました(^^)

68 家に有る綿100％の手絹
子供と一緒に楽しく作れる。「ハサミ✂️と針全部使わない」安心して自
分の手で、自分だけのマスク出来るように

69

フェイスシート
二枚重ねたフェイスシートの端を4㎝程切りジャバラに折り両面テー
プを両端につけ半分に切っておいたシートを合わせひっくり返し両端
に両面テープを張り切り落としたシートを輪にして耳掛けを作り端の
両面テープで包むように止める

元々顔に使う素材なので肌触りもよく撥水加工の不織布なので
飛沫を通さない素材なのでマスクには最適です

70
ジャージ素材
手縫いです！

愛犬アニスの鼻の長さや、口・鼻の周りの長さを何度も採寸しサイズ調
節しました。また、肌に優しく、苦しくない伸縮性に優れたジャージ素材を
選択してます。
ポイントは、息苦しさを軽減する鼻先の丸いマチと、ずり落ちないよう結
んで装着するようにしたところです。（トリミング前後の毛量で異なる口鼻
周りの長さを調節できます。）
これで、怖いコロナウィルスや花粉も防止できます！

71

ブロード、パンツゴム、

布上下を縫い、左右でひだを折りとめ、ゴム通し部分をぬいゴムを通
せば出来上がり！

・洗濯した後アイロンをかける必要がない素材で、娘世代にも受け入れ
られやすい柄を選択しました。

・口や鼻がマスクにつきにくいように、折り目をつけ立体的に作成してま
す。

・折り目を固定する際、重なり部分をミシンで押さえる作業が若干難し
かったです。



72
オックスフォード、パンツゴム、
布上下を縫い、左右でひだを折りとめ、ゴム通し部分をぬいゴムを通
せば出来上がり！

・洗濯した後アイロンをかける必要がない素材で、夫にも受け入れられ
やすい色を選択しました。

・口や鼻がマスクにつきにくいように、折り目をつけ立体的に作成してま
す。

・折り目を固定する際、重なり部分を手縫いで押さえる作業が若干難し
かったです。

73 ハギレ、ガーゼタオル(100均)、ストッキングの輪切り
耳かけ紐をパンストで、出来るのがお金をかけないのが、私のポリシー
です!!裏表リバーシブルで、楽しめます。

74 ハギレ、ガーゼタオル(100均)、ストッキングの輪切り
耳かけ紐をパンストで、出来るのがお金をかけないのが、私のポリシー
です!!裏表リバーシブルで、楽しめます。

75
白い手作りマスクだけどちょっとそれだけでは味気ないので刺繍バッ
チを
縫い付けました。

真っ白なマスクは清潔感もありこらから配布されるアベのマスクも白いマ
スクですね。でもやっぱり可愛くちょっと個性的にでも派手すぎずワンポ
イントでこんなに可愛くなります。

76 綿生地
工夫した点パッチワーク風に見えるように工夫しました。・このマスクの
ポイント 着け心地と肌ざわりのいい素材にこだわりました。

77 靴下 子供でも作れる。顔に会わせる幅と紐になる部分で大きさを変えれる。

78 ローンのハンカチを利用。中心にデザインがくるように、生地を組み合柄が一番綺麗に見えるように作ったところ。ハンカチを利用したところ。

79
無地のダブルガーゼの生地を二枚重ねて作成。友禅の顔料で絵を
かきました。
洗濯も可能です。

生地の色違いで二枚作成しています。

80 ハンカチを利用して作成。 柄の配置を工夫したところ。

81

材料→100均のタオルハンカチ、プレゼントとかで使う針金？、細め
のヘアゴム、針と糸
作り方→プリーツを作って折って、縫う
針金は元々折り返してあるところに入れる

切らずに折って縫っただけ。大きくするなら大きめのタオルハンカチでも
OK ミシンも使わず…カンタン!!

82 てぬぐい、手縫い 顔半分隠れるくらい大きく！

83
フォーデイズの商品が入ってくるシースルーむたいな巾着を表に
使って、裏は綿の生地で厚めにしました。

フォーデイズのロゴを左右に出すために二枚使ったことと、巾着の色が
きれいに出るように下地を真っ白にせず、同系色で極薄い色にすること
でゴールドの文字が映えることに気づきました️

84 フォーデイズの手提げ袋、黒ストッキング
フォーデイズのロゴを入れる事、カーブの出し方、何そのマスク？と、
どうしても聞きたくなる作戦



85 お手拭きとキッチンペーパー
ミシンが無くても誰でも出来る方がいいと思い作ってみました。

86 児童館より職員に配られた布マスクに100円均一で購入したレースを 少しでもおしゃれに付けれるよう工夫しました。

87
昔　買ったけど、太って着れなくなった夏用スカート。市販のマスクか
ら型紙を作り
試行錯誤しました。

裏布の（サラシ）　両脇を　開け　花粉もシャットアウトする　エアコンフィ
ルターを　切って入れて使用する事も　可能。
耳のゴムは、タイツの脚の部分を　輪切りにして使用。市販のゴムより柔
らかく痛くない。
あるもので、作ったので材料費は0円✌️

88 キッチンペーバ和、ゴム、レンジフィルター両面テープ
縫わずにできること
広がるようにダーツを取る

89

タイツ

作り方
○タイツ25〜30cmに切る○1枚だけ5cm切り取る○縦横半分に折る
1.5cmから(耳にかける穴)
○耳にかける部分の形を整え丸くカット
○ティシュやキッチンペーパーを挟む

90

BCAA祭りの手拭いでつくりました
手縫いです
顎の所に、左右同じ場所に小さくダーツを入れるとよりフィットして
ノーズワイヤー入れなくても大丈夫です

手拭いの中の、どこの柄をどう使うか、かなり悩みました
楽しいマスクを、作りたかったので
顎下の、ダーツもポイントです

91 ガーゼ　パンスト

このマスクのポイント顔の大きさに合わす4歳の子供と8歳の子供用
耳が痛くない白いパンストを紐にしました。
真ん中にミシンを入れ上下を広げられるようにしました。
ミニオンが可愛い
広げると全身のミニオンが出てくる

92

綿と海島綿
　1.表布26×19.5、裏布22×19.5
    2.表布裏布を左右2㎝内側で中表にして1㎝幅で縫う
　3.表に返して0.7㎝で縫う
　4.表布に上から3.5㎝1.5㎝3.5㎝1.5㎝と印をして、山折谷折にして、
アイロンをする
　5.左右を2回おり、アイロンをかけて端ミシンをする
　6.28㎝のゴムを通して結び、結び目を隠すためグルグルと回して完

分厚くならないよう綿素材でもいい素材仕様で作成。タックで立体的。
一般マスク同様です。

93

刺繍糸　ゴム
さらし布  (昭和52年頃　腹帯はさらし布を
使用していました。余った布がありました。それを使用しました。)
市販のマスクで型紙を取り、youtubeで作り方を見ました。
出来上がったマスクに直接デザインを描き
刺繍をしました。
その後、裏布を付けました。

五橋の橋が立体感が出るように、ステッチ、糸を変えて工夫しました。
橋の石垣は2色の糸を使用して、ステッチも石の感じを出しました。
穏やかな錦川の流れに、桜の花びらが散っている様子を出しました。
夏の錦川の鵜飼の鮎は、孫が携帯で鮎の写真を見せてくれ、おばあ
ちゃん　鮎は背中は黒でお腹は黄色がいいよ！　とアドバイスをしてくれ
ました。
2色の糸を使いました。ドンピリンも2色使いました
私の大好きな錦帯橋を、マスクに刺繍してみました。
この時期、道行く人が少しでも癒されればいいな〜と思い作りました。
50年ぶりの刺繍です。

94

青のマスク　　　日本タオル
ピンクのマスク　サラシとフォーディズの袋

使い捨てのマスクの、型を取り　中央を縫い中表にして筒型に縫い
合わせて、表に返し、上と下をステッチをかける。
両端を１.5センチ織り、紐を通す。

鼻のところに隙間ができないように顔にフィットするように縫いました。
ゴムが品切れの為、紐を耳の後ろでくくるようにしました。

95

材料は100均で揃えました｡
クリップは名札クリップです。余分な所は切りました｡
作り方はミニタオルを適当な大きさに折り曲げ､クリップにゴムを両面
テープでとめただけです。

マスクゴムは使い捨てのマスク、使用済みを再利用(洗ってます)
100均にいろんな色のクリップがありました｡でも、星型のクリップが可愛
かったのでこれを使いました｡
クリップの裏面もマスクゴムが目立たないように余っていた生地を貼りま
した｡
ちなみにノーズワイヤーも入れられます。落ちて来ないようにサージカル
テープ(医療用)で貼れば、鼻も押されられます｡



96 Tシャツ

女性らしい、マスクがほしい。と思いレースをつかいました。
遠くからはシンプルですが
近くでみると、レースで可愛い。
一見、ブラにも、パンティにも見える！！😋😋

97 使い捨てマスクが入れられる立体型マスク

普通の立体マスクとあまり変わりませんが、裏から、使い捨てマスクを入
れられる事でフィルターがわりに何日か使えます
洗い替えに、２枚つくります。
中に使い捨てマスクを入れる事で、鼻のところもしっかりワイヤーで型を
とれます。
4〜５回使ったら、普通のガーゼマスクの内側に当てて使い、最後に捨
てます。

98 綿生地　ファスナー　ガーゼ　ゴム　バイヤステープ
インパクトのある唇で隠しファスナーを着けてます。
マスクを外すことなく飲み物が飲めます。喫煙も可能です。
見た目も楽しく、機能性もあります。

99 デニム　ガーゼ　ゴム　フェルト

使用したデニムはもう履かないジーンズ。見た目もスッキリとクールで
す。マスクが頬骨に当たると隙間ができやすいので、大きくカーブをつけ
ました。ワイヤー無しでもピッタリフィットします。鼻の高い外人、メガネを
かけた方もストレスなく着けていれる物にもなっています。ワンポイントで
自分流のクールさも演出できます。
とにかく見た目はカッコいいです。

100 孫の為にガーゼで作った手作りスタイの再利用

なるべく手間を掛けずに機能を保つためスタイの形状を利用し下を
少し摘んで二つ折りにしたので口の廻りフィットし、女性が気になる
口紅移りが少なく鼻の上部には使い捨てマスクの針金を挿入している
ので隙間をシャットアウト️️機能性に優れたマスクが出来ました。
今回は時短の為仕付け糸で簡単に止めたので数分で出来ましたが、
ミシンで縁を縫えばもっとシャープになりますね、とりあえず10枚以上
あるので全てリメイクします、色々な柄があるので、気分に合わせて
着替え可能、コロナ対策の必須アイテム️️完成です。

101
男性用ハンカチーフ
一度使用した物をマスクに変身させました

プリーツマスクは、鼻の部分にワイヤーを入れる事が多いのですが、
タックを寄せて鼻に沿うように、また顎の下でも顎に沿うように工夫して
みました。
また、夏に向けて、薄手のマスクにしてみました。

102
コーヒーフィルターに切り取った使い捨てマスクの耳掛け部分をホチ
キスでとめるだけです
製作時間は18秒

口先に空間があるので喋りやすい
コーヒーを入れた後のフィルターを乾かしてから作るとずーっとコーヒー
の香りがします

103
播州織物綿ゴムは加古川の靴下産業の靴下を作る課程で
出てきたわのゴムで廃棄するのを使っています、優しい緩さで、被れ
たりしませんので肌の弱い方でも安心です

夏向けに薄地の生地をつかっています、3重になっていますので
花粉症にもいいのと暑くないように仕上げています️

104
・フォーデイスTシャツ
・ミシンと手縫い

・主人が着ていたTシャツがシミがつき処分しようかとおもっていたが
マークが気に入りリメイクしました。、マスクを作るのにサイズが足りなく
ギリギリの文字入りマスクができました。細めに仕上がってます。裏布は
タックが多めに入っていてます。

105

100均で買ったハギレとミシン糸のみ
普通サイズ(40cm×22cm)に切ります。
半分にして、各表裏の二ヶ所2cmのプリーツを作って両端を三つ折り
でミシンをかける。マスクのサイズに合わせて、下の部分を縫い合わ
せて完成‼️

薄くて息苦しくならない布選びをしました。
中に、使い捨てのマスクを入れて使います。中のマスクが傷まないので
カバーと両方洗って使えます。
ゴムが手に入らないから、作ってみたら思ったより良かったです。
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表地...ラメ地　35cm✖️16cm
裏地...ガーゼ地35cm✖️16cm
レース...お花２枚分
形状保持材...1本
赤のフェルト少々
黒ゴム...27cm2本
黒のボタン1個
動眼...2個
作り方
生地を購入したお店で頂いたマスクの作り方を参考にして、生地を
裁ち切りで裁つと小さなマスクが出来上がりました💦💦。
故にそれぞれ1cmこの型紙に縫代分を取り裁断します。
作り方3の箇所で上下端ミシンをしますが、鼻👃👃の当たる所に、形状
保持材を表地と裏地の間に通し、表から保持材にかからないように
縫います。
4,5の順に作り、両端にゴムを通します。
6.仕上げにクマちゃんらしくなるように花レースの目に動眼を貼り、鼻
に黒のボタンを縫い付け、クマらしく黒の刺繍で口元をステッチしまし
た。
舌👅👅を可愛く赤のフェルトを貼りました。

ラメ生地を使い素材が面白くなりクマちゃんのイメージが湧いてきて、可
愛い💕💕らしくなるよう工夫しました！

107

表地　紫のスパンコール地　12ⅹ22㎝、裏地　ピンクのニット地　12
ⅹ22㎝、レース地　22㎝、

黒ゴムひも　27㎝　2本、形状保持材　1本

作り方…１　表地、裏地ともサイズに裁断する。表地のラメだけ横半
分に切る。　
２　スパンコール地を中表にして、レース地をその中に挟みこんでそ
ろえて縫う。
３　スパンコール地と裏地とを中表にして横長の上下を縫う。
４　表に返して上下を端ミシンする
５を表地と裏地の隙間で鼻筋の当たる部分に形状保持材を入れて
表から保持材をよけて縫う。

スパンコール地はミシンがスムーズに動きにくい難点がありました
レース地を挟み込むのでおしゃれ感が出て、ステージなどの時に華やか
さが出そう

108

表地　木綿のドット柄 17ⅹ22㎝　、裏地　ブルーのｗガーゼ地17ⅹ
22㎝、動眼12個　ゴムひも27㎝2本

作り方　　Bと同じ立体マスクなので1～７まで前記Bと同様に作る
8　動眼をドットの上に貼る

ユニークさを出したいと思い目立つ色合いにし、かつ動眼で表情を出せ
たら面白いと思いました。

109
いつも使っているハンカチ、洗えるフェルト、使い捨てマスクゴムの部
分、糸、針
全て型紙を作り手縫いで作った。

食事をする時、マスクをしてると置き場所に困り、
不潔になる事があるので、マスクしたままでも食事出来ないかな？
と思い作ってみました。

110
いつも使っているハンカチ、洗えるフェルト、使い捨てマスクゴムの部
分、糸、針
全て型紙を作り手縫いで作った。

食事をする時、マスクをしてると置き場所に困り、
不潔になる事があるので、マスクしたままでも食事出来ないかな？
と思い作ってみました。

111 綿プリントとTシャツ

幼稚園の孫が付けたくなるマスク^_^
花柄のプリントがマスクにしたら、アヒルクチバシのようになり、孫も喜ん
でつけてくれました。
コロナもやっつけるマスクです。

112 帯と内側ガーゼ

コロナで今年は花見ができませんでした。桜の花吹雪のマスクをつけて
花見気分を味わって頂き、少しでも明るさや楽しい気持ちをもって
頂けたら！と言う思いで作ってみました。金銀のゴムを使い豪華な気分
にしました

113 表生地は、自宅に有った物、裏地はさらしを使用しました。ネット見て作

三枚作り、一枚は応募用、使用してるのは同じ作り方。
仕事で長時間付けてるので、使い捨てマスクは話をしたらずれたり、耳
が痛くなってましたが、痛くならないゴムを使用して、ワイヤーも入れて、
口元にピットする感じになってます。男性でも作れるんだと皆さんにも
知って貰いたいです。

114

残り布(綿生地)1型紙作り2生地の表と裏(さらし2枚)3毛糸(ゴムがど
うしても手入らず)ミシンは久々でご機嫌が悪く手縫いにしました。表
と裏生地を会わせ真ん中にひだを作り内側に折り、アイロンがけをし
て紐を通す所に気をつけて仮縫いをする。その時鼻の所にワイヤー
を入れる。最後に淵を縫い
紐は毛糸で編んだ物を通し綺麗にアイロンをかけて袋に入れて出来
上がり

工夫した点・このマスクのポイントひだの所が生地によっては難しく
手こずりました。もう一枚は、さらしで口にあたる部分につけました。
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使用済み紙マスク（洗濯済み）1枚、好きな布ハンカチ1枚、針、糸、
ハサミ、ボールペン（ハンカチに印をつけるため）
紙マスクのギャザーを丁寧に解いていき、紙マスクの大きさにハンカ
チを切る（表面と裏面の2枚分）。切ったハンカチを紙マスクの表面と
裏面に合わせて周りを縫っていく。ギャザーを作り方縫って出来上が
り。

身近な物で簡単できるように、紙マスク再利用で、エコにし、不器用でも
出来る様に手縫いで簡単にできるようにしました。紙マスクを使う事で、
つけにくい耳ゴムをそのまま使用、紙マスクのフィルターとしても使い、
ギャザーを入れる事で、顔の大きさに対応できるようにしてます。

116 ハギレ、布巾、マスクゴム 布巾を裏布に二重に使って、三枚重ねのマスクにしてあります。

117 布　ミシン

マスクは母が沢山手作りしてくれた中の一つです。
7歳と5歳の子供が、段ボールのお家と、FDの箱を使ってマスクロボット
を作成しました　笑
朝から頑張ったみたいなので、投稿しまーす。

118

和風柄は着物のサンプル生地、その他の柄はＴシャツ、ブラウスな
ど
作り方：既存のマスクから型紙をとった

工夫した点：布製のマスクは手洗いして繰り返し使用することで、
洗う度に若干の縮みが生じるため、面積は少し大きめにした。
暗い気分を和らげ、明るい雰囲気を出すため、材料（布）は明るいもの
や、布に模様があればそれを活用した。

119

和風柄は着物のサンプル生地、その他の柄はＴシャツ、ブラウスな
ど
作り方：既存のマスクから型紙をとった

工夫した点：布製のマスクは手洗いして繰り返し使用することで、
洗う度に若干の縮みが生じるため、面積は少し大きめにした。
暗い気分を和らげ、明るい雰囲気を出すため、材料（布）は明るいもの
や、布に模様があればそれを活用した。

120

和風柄は着物のサンプル生地、その他の柄はＴシャツ、ブラウスな
ど
作り方：既存のマスクから型紙をとった

工夫した点：布製のマスクは手洗いして繰り返し使用することで、
洗う度に若干の縮みが生じるため、面積は少し大きめにした。
暗い気分を和らげ、明るい雰囲気を出すため、材料（布）は明るいもの
や、布に模様があればそれを活用した。

121

手拭い　ガーゼ　ゴム
1.型紙で手拭いから表地を、ガーゼで裏生地をカットする
2.鼻から顎にかかるカーブを縫い合わせる
3.中表にして表生地と裏生地を縫い合わせる
4.耳側の生地を三つ折りにして縫い合わせて輪を作る
5.ゴムを通す

ムーミンの表情が出るようにカットして縫いました

122

再利用マスク
上部分を残してマスクを半分にカット
真ん中を折り目をつけて半分に折る
ファスナーテープを真ん中と両脇につける
1/2にしたキッチンペーパーを挟む

◎ファスナーテープを貼り付けた部分が唯一工夫した点
◎キッチンペーパーを交換すれば何回も利用出来る
マスクを外さなくとも飲食が出来るのが
ポイント️️
◎キッチンペーパーをお気に入りのハンカチや紙ナプキンに変えると更
に楽しめる
◎しっかり紙ナプキンやキッチンペーパーが挟まるからずれ落ちないの
が凄い

123
家の中にあるハギレ、風呂敷、赤ちゃんの肌着など大事にしまって
た布をSNS マ️スクの作り方を参考に作りました

使用する人の顔にあわせて息苦しくないように立体形にして耳も痛く
ならないようにゴムはストッキングと靴下の輪切りにした所です。

124
家の中にあるハギレ、風呂敷、赤ちゃんの肌着など大事にしまって
た布をSNS マ️スクの作り方を参考に作りました

使用する人の顔にあわせて息苦しくないように立体形にして耳も痛く
ならないようにゴムはストッキングと靴下の輪切りにした所です。
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・ガーゼとゴムもしくはガーゼマスク
・フェルト
・刺繍糸
・針

【作り方】
・フェルトをパーツの形に切り手縫いをしたり刺繍をする。

【工夫をした点】
・全て手縫いをしたり、刺繍をした点
【マスクのポイント】
・白いガーゼの部分をそのまま生かすことでマスクとしての機能も◎
・世界に一つだけのFORDAYSマスク‼
・装着したらFORDAYSの宣伝可能‼
 
いつも楽しい企画をありがとうございます‼
 
当てはまる部門が無いかもしれませんが…笑
どうぞよろしくお願い致します‼

126

表布　綿プリント
裏地　２重ガーゼ
作り方
立体マスク
1　型紙で表布とガーゼ地を各2枚、それぞれ左右対称に裁ちます。
2　1の表布を中表に合わせ中央を縫います。　裏地も同様に縫う。
切れこみを入れておく
3　2の表布とガーゼ地を中表に合わせ上下を縫い、切れこみをいれ
る。
4　表に返し、アイロンで形を整えてから、上下に押さえのステッチを
かけます。
5　両端を三つ折りにしてゴ厶通しを縫い　ゴ厶を通します。

鼻のカーブを、目もとが綺麗に見えるように工夫しました。
ポイント
会話をしてもずれない。

127

表地はオーガニックコットン
内生地は赤ちゃんにも優しいダブルガーゼ
立体マスクをミシンで仕上げ、手縫いでおしゃぶりを付けました。

今世界が大変な中、大人や言葉を理解できる子供は
マスクを付けてウイルスを防止できますが
小さい赤ちゃんはもちろんマスクをする事は
嫌がってしまい不安になるママやパパがいると思います。
ですがマスクの中におしゃぶりを付けたら
ついついマスクしたくなっちゃうかも？！と思い
このマスクを作成しました。
内生地は赤ちゃんの肌にも優しいダブルガーゼにしたので
触れても安心、洗えるので清潔に保てます。
表面からは普通のマスクに見えるので
周りの人には
赤ちゃんがマスクしてる⁈可愛い！どうなってるの？！
なんて、周囲も明るく笑顔になれたらと思います。
こんな中ですが少しでも笑顔が増えますようにとの
願いも込めた作成になります。
よろしくお願いします。

128

材料
️サイズアウトした子供服の布生地。

◼

️耳当てにはヘアゴム。
◼

️内側の生地には使わなくなった
子供の布オムツ（ガーゼ）を使用。️鼻のあたる部分には使用済み
マスクの
ノーズフィッターを再利用（鼻のところが顔に沿うように曲げることが
できる）

️一針一針心を込めて縫いました。
️完成サイズ、手縫い大人用。
️約縦13㎝　横17㎝
️型紙はネットで紹介されていたものを参考に拡大・縮小コピーする
などして自分に合う型紙を作成しました。

作り方。
ガーゼは使う前にかなら水通しをします。
1時間ほど。（水通しをしないと洗った時にマスクが縮まない為。）
①型紙を使って生地を裁断します。
②ガーゼと布生地を重ねて上下を縫います。
（鼻の部分もノーズフィッターの隙間をあけて縫う）
③その隙間にノーズフィッターを通します。

柄合わせです。

マスクでも乙女心を忘れずに。
マスクをみた方の心がほがらかになればとの気持ちを込めてがポイント
になります。

129
服地の残りと手ぬぐい　表地と裏地を同じサイズに切り中表に中心
上下を縫う、
表に返して上下に端ミシン両脇にゴム通しのミシンをかける、

裏地に手ぬぐいを使ったので肌ざわりがいいと思います。

130 ニットソーイング生地
ニットソーイング生地なので耳かけの穴はほつれないので切ったままで
すが、洗ってもほつれない所です。

131

★何も購入しないで、全て家にある物を使用
★ 布・タオル・ボタン・ゴム手作りのバイヤス
★通常のマスクだと、息をする度にマスクが吸い付くのと、簡単な飲
食が出来たらと思い、口元を開けるというマスク作りに挑戦しまし
た。

★口より上と下との2枚の布を用意
★上は少し下に被さる様に裁口の左右にダーツ  を取って、口元より
少し浮かす様に縫製
★まず最初に、2枚の布の、口元に当たる方をバイヤスで被せます。
★上の布の両端を、下の布に少し被さる様に合わせます。
左右のバランスを確認してから、ぐるっと周りバイヤスで被せて塗っ
たら出来上がりです。

★口元を開けるという事
★布だけではペラッペラで、どうしようかと悩んだ挙句、タオルを布の内
側に合わせました。
★長時間マスクをつけていると、息苦しくなってくるのと、息をする度に、
マスクが口元に吸い付いてくるという難点を、どうにか出来たらなぁ、と
思った先の案です。
★大人もですが、小さいお子様に、飲み物を飲ましたり、食べさせたりす
る度に、マスクを 
ずらしたりして触らなくても良いというのが、今回、1番のセールスポイン
トです。

なので、今回大人用と子供用（大きめです）
を作りました。
子供が喜びそうにひよこ🐤🐤のつもりで作ったのですが…

132

綿の布・糸   全て手縫い
★4面の端がほころんでこない様に三つ折りにしてまつり縫いでかが
る。
市販のマスクの様に、折ってひだを作る。
端を縫って輪っか筒状にする。

★市販のマスクが手に入りにくくなっているのと、破れてもいないのに、
一回使って捨てるには勿体なすぎる様な気がして、カバーを作りました。
筒状になった布にマスクを入れ、簡単に入れられるし、簡単に洗える事
がポイントです。



133
作り方自宅にあった余り布
ゴムヒモ無かったので、Tシャツ利用しました。

間にペーパーを挟む事が出来ます

134

結婚式に出席し、もらったナプキンで作りました
裏地のガーゼは、孫が赤ちゃんの時、作った、スタイの余りです
一枚で子供用も含めて３枚出来ました。
ブルーのナプキンもあったのでそちらでもつくりました

今、暗い気持ちになりがちです。折角、使うのなら可愛く
楽しい物を付けて、出かけたいです。
なので、刺繍を残して、裏地も可愛くしてウキウキ、お出掛けいます。

135
パジャマに使用してたお気に入りのユニクロのTシャツを使用して作
りました。
ミシンで作成しました。作成時間は15分くらいでした。

グレムリの顔が出るように作成。
破れて捨てるつもりが気に入ってたのでマスクに再利用しました。
生地が薄くなってたので4枚重ねてマスクの機能が保てるようにしまし
た。
ゴムが伸びてもゴムが交換できるようにゴムが通せるようにしました。

136
不織布を使用、針、糸、ハサミ、型紙。
手縫いで、裏 、表を縫い、途中、わきに不織布のヒモを付ける。完
成。

・立体マスクの型紙にしたことにより口元とマスクの間に空間ができた。
・耳かけのヒモは縫わず、よりをかけてつけたので痛くない。
（マスクのポイント）
・マスクが顔にフィットするので、咳やくしゃみを出さない。咳エチケット
・鼻、口元に空間があり、呼吸、会話が楽。口紅がつかないので安心。
・洗濯し再利用できる。

137 フォーデイズの袋、さらし

工夫した点・ポイントはフォーデイズの袋をそのままの形で利用した事で
す。中にはさらしをいれていますが、さらしを入れられない赤いマスクの
方は、ポケットを作り中にガーゼやさらしを入れて利用できます。

138 材料、ガーゼ、白丸ゴム

どりんぴんちゃん大好き💕💕
核酸も大好き❤️なので
縫い付けました️

139 さらし、布。新潟日報新聞の型紙。 和田社長の顔似てなくてごめんなさい。

140 巾着袋をほどいた布と、裏はガーゼ 顔のサイズ別好みにあわせて

141
ピクシーモール　
かぎ針で編み編み

平らなマスクだと息がしにくいし
話つらいので　両サイドに絞り込みを入れました。
結び目は　あえて残しておき　口元に少しでも空間が出来る様にいたし
ました。耳ゴムも長時間つけていると痛くなるので　同じ素材で優しく仕
上げました。

142

布(表布)
不織布(裏布)
ノーズワイヤー
ゴム
1.型紙を作る(男性用、女性用)
2.プリーツ、縫い代に印をつけ、アイロンで折り目をつける
3.ノーズワイヤーを入れて上部を縫い、プリーツ端部分をミシンでス
テッチする
4.裏布上部の布を3つ折りで縫い、表布と合わせる
5.裏布に合わせてプリーツ幅を調整し、仮止め
6.マスクの端を表布と同じ色の布でバイアス処理(ゴムを入れる部分
なので上部、下部は縫わない)
7.ゴムを通して完成

・フィルターポケットを作りました(ガーゼマスクやキッチンペーパーを入
れられます)
・型紙を作ることで時短で量産可能にしました(両親、自分、友人用で15
枚ほど作りました)型紙はwebに公開されているものを使用しました。
・両親が顔の大きさに合わないガーゼマスクしかないとのことで、鼻から
顎まで覆える大きさのガーゼマスクを入れられる布マスクにしました
・プリーツ部分にステッチを入れることで、洗った時に型崩れをしづらくし
ました
・妊婦の友人が、マスクを作る人のせいでガーゼがなくて困っているとの
ことだったので、裏布には不織布を使用しました
・色んな色や柄で作ることで、マスク生活が少しでも楽しくなるようにしま
した



143

紙皿と画用紙
紙皿の側面にカッターで切り込みを入れ好きな動物の耳などを画用
紙で作り切り込みに差し込む
目などをマジックで書いて耳掛けを付けて出来上がり

学校も休みになり家時間を孫と工作をして楽しみました

144 ガーゼ、サテン 紅白の桜をイメージ

145 シンデレラフェスで頂いたタオルで作りました！ フレンドリー用マスク

146 綿  ガーゼ 夏になったら使いたい

147 ハンカチとガーゼ　手縫い

裏のガーゼ　5枚重ね　沖縄の明るさ
耳が痛くならないように、大きなゴム
沖縄に行きたいです。
沖縄のお土産ハンカチで作製しました。
裏はガーゼ5枚重ねだガード
ミシンが無くて65歳のカーチャン手作り

148
綿布地、4枚パターンで中縫い、両脇2タック入れ、サイド下に紐を通
すリップルは覚めて、最後にレース付けサイド上と紐先端の花に
パールビーズを付ける

お洒落感を出すためレースで縁取り耳ひもの調整が出来、可愛くイヤリ
ング風にしました。ロゴも袋から切り取り付けました。

149
市販の使い捨てマスクと、好きなシール

使い捨てマスクに、好きなシールを貼って、デコレーションする。

・誰でも作れる。
・下地を変えても、作れる。
・シール次第で、世界でひとつだけの、オリジナルが作れる。
・愛着がわく事。

150

【材料】
大きくなって履けなくなった、息子のオムツ。
【作り方】
（1）オムツの吸収部分を、頭が通る大きさに切り抜く。
（2）中のポリマーが出ないように切り口をテープで塞ぐ。
（3）絵が描いてある方を下にして頭を通す。
（4）オムツを留めるようにテープで留める。

赤ちゃんの肌が荒れないように工夫されたオムツを使用することで、世
間で騒がれるマスクによる肌荒れを防ぎます。また、オムツの絵のプリン
トが可愛い。

151 美顔器LEDspa

ミスターパーカーJr.が流行っているので若い世代にも浸透するような
パーカーと美顔器を融合させた
マスクです‼️‼️

ウイルスは肌につき感染する可能性
もあるとの事なのでしっかり
飛沫防止と肌への付着防止、流行に乗ったマスクを考えました😊😊

152

タオルハンカチ、ガーゼハンカチ、ゴムひも
【作り方】タオルハンカチとガーゼハンカチを型で切り取り、双方を手
縫いで縫っていく。その後、ハンカチとガーゼを合わせ縫っていき、
裏返して両サイドを縫いゴムひもをつけたら完成。

布を買いに行ったら近くのお店は完売、この時期に買いに回るのも…と
思い100均のタオルハンカチで代用しました。顔に当たる側は家にある
使わなくなったガーゼハンカチを使用しお肌に優しく。ゴムひもは使い捨
てマスクのゴムを消毒して再利用。こんな時期だからこそ、わざわざ買い
に回らず家にあるもので作ったマスクです。
恐竜が好きな息子はとても喜んでつけてくれています♪

153

はぎれ、ガーゼハンカチ、ゴムひも
【作り方】はぎれとガーゼハンカチを型で切り取り、双方を手縫いで
縫っていく。その後、はぎれとガーゼを合わせ縫っていき、裏返して
両サイドを縫いゴムひもをつけたら完成。

3歳の娘のために作りました。
布を買いに行ったら近くのお店は完売、この時期に買いに回るのも…と
思い少し前に使用した100均のはぎれの残りを使いました。顔に当たる
側は家にある使わなくなったガーゼハンカチを使用しお肌に優しく。ゴム
ひもは使い捨てマスクのゴムを消毒して再利用。こんな時期だからこそ、
わざわざ買いに回らず家にあるもので作ったマスクです。
このはぎれ、娘の幼稚園で使うティッシュケースを作った余りなのです
が、娘はティッシュケースとマスクがお揃いでとても喜んでいます。自分
の気に入ったマスクだと嫌がらずにずっとつけてくれるので、母としても
とても嬉しく助かっています(^^)



154 表生地、裏生地、型紙、ハサミ ミシン、糸、平ゴム
生地選びに迷いました。この時期だから少しでも明るい生地で作成
し、毎日マスクを付けるのが楽しくなるような作品を作りたいと思い
挑戦させて頂きました。

155

子供が使ったガーゼ服
マスクを作った後に一度洗いのりを落とし縮みを直して作ります。
こちらのマスクの裏の布が柔らかい布になっていて
お肌に優しくなってます。

マスクに飽きてる子が親子で楽しめるように
サージカルマスクに負けないコロナ用布マスク

サージカルマスクで肌が荒れる人
マスクのない人
オシャレを楽しみたい人
毎日同じマスクじゃ楽しくない人
そんな事を考えながら作りました。

156 日本タオル 模様が出る様に

157 綿レース 可愛いく

158 家にある生地を使って
象の鼻のカーブ部分が難しかった！
とにかく、とにかくコロナに負けないぞ～という意味をこめてのぞうさんマ
スクです！

159 家にある生地 とにかく笑える感じに作った。

160

外側はアマビエ柄のコットン生地、内側はダブルガーゼ生地。
それだけだと薄いので、間にもダブルガーゼを重ねました。
プリーツタイプにはノーズワイヤーも入れています。
どちらの形も自作の型紙で作りました。

立体タイプは洗うと特にまんなかの縫い合わせが生地の間で縫い代が
ぐちゃぐちゃになりやすいので、綺麗な形を保てるように縫い代にステッ
チをしています。
ポイントは今話題の「アマビエ」がかわいくデザインされた生地。
伝承に「姿を描いた絵を人々に見せる」とあるので、マスクをしつつみん
なにアマビエを見せられるアイテムにしました。
この生地はデザイナーさんが描いたもので、商用利用も可能。
インターネットで誰でも購入できますので、アマビエアイテムを作りたい
方はぜひ！

161 フォーデイズショッピングバッグ デザインが、素敵だったの再利用してみました。

162 フォーデイズポロシャツ
イベントで頂いたポロシャツで家族全員マスク。お父さん元気に核酸、
家族皆んなでドリンク飲んで健康になる様に！

163 綿の生地、化粧品の歴史オーガンジーの袋
2枚の生地を縫う事に注意しました。全てフォーデイズマーク入り。
初めて使用したLUセラムを思い出しました。

164 ジャージ 洋裁とお揃いに作りました。

165 綿生地 タイガースファンにプレゼントのため

166 さらし手拭い 唐草模様を全面にすると昔ぽくなるので半分にしてみました。



167 ジャージ
キラキラで元気が、出るようにスワロフスキーを散りばめました。写真で
は、見にくいですが、布は、ナチュラルで付けごけち最高！

168 ダブルガーゼ、レース、市販ねマスクを参考に試行錯誤しました。 息が、苦しくないこと、口紅が、付かない様にする。ちょっとお洒落に！

169
フォーデイズポロシャツ、大ドリンピンは、子供用の型紙　小ドリンピ
ンは、
型紙をつくりました

リーダーの方の「ドリンピン」用も作って‼️との要望で作りました。

170

材料　　ゴム15ｾﾝﾁ×2本 フォーディズタオル ガーゼ
作り方①型紙にそって切る,裏２枚表２枚用意
②ミシンで裏表、表裏合わせ両端を縫う。
③縫った所をアイロンで分けて真ん中を縫う。
④両端を1.5ｾﾝﾁ空けて縫う。
⑤表に返しゴムを通し完成です。

コロナに負けず元気に、体力つけて乗りきろう。

171
表はキャンパス生地でCOSME DECORTE商品が入っていた巾着を
カバーに、裏はガーゼ２枚重ね、平ゴム
立体マスクの作り方

素材が違うモノなので全て手縫い
息をすると苦しく感じるとの母の声で、裏地と口の間を取るようにし、耳
の近くまでマスクを大きくしマスク全体を大きくし、小顔効果が出るように
しました。

172

ガーゼのハンカチ・フェルト・ゴム
 1.フェルトでどりんぴん、わるどりんぴんのワッペンを作る
2.ガーゼのハンカチに型紙を当て、表生地、裏生地、ワッペンを縫い
付ける生地のガーゼをカットする
3.ワッペンを縫い付ける生地の鼻から顎のカーブを縫い合わせる
4.表生地とワッペンを縫い付ける羽根生地を中表にして鼻から顎の
カーブを縫い合わせる
5.表生地と裏生地を中表にして縫い合わせる
6.マスクの周りをかがり縫いする
7.ゴムが通せるように耳側の生地を三つ折りにして縫う
8.羽根生地の表裏それぞれにどりんぴん、わるどりんぴんのワッペ
ンを縫い付ける

１枚のマスクでどりんぴんとわるどりんぴんを楽しみたかったので、
形に出来て満足です

173

♥表地　綿使用　
♥中布　晒し

♥少しテンションUPでハワイアン柄
♥️中布は晒しタックが二つ 鼻部分はワイヤー無しでもしっかりカ
バー出来る！
♥尾翼部分で花ワイヤー無しでもしっかりカバーすること
♥下部分尾翼は、不織布やキッチンペーパーなど挟めるアイディア
💡💡

☆ワイヤー無しでもしっかりカバー出来る❣
☆白地マスクは、可愛い💕💕アクセサリー付に！

174

♥表地　綿使用　
♥中布　晒し

♥少しテンションUPでハワイアン柄
♥️中布は晒しタックが二つ 鼻部分はワイヤー無しでもしっかりカ
バー出来る！
♥尾翼部分で花ワイヤー無しでもしっかりカバーすること
♥下部分尾翼は、不織布やキッチンペーパーなど挟めるアイディア
💡💡

☆ワイヤー無しでもしっかりカバー出来る❣
☆白地マスクは、可愛い💕💕アクセサリー付に！

175 オリジナルプリントしたガーゼ生地　

マスクのデザインのテーマは
天使です
世界中の人々がコロナという
目に見えぬ敵に怯えて暮らす日々。
日本のお地蔵様と天使をコラボさせた、お地蔵様天使👼👼
このマスクに込めた思いは
世界中の人々の心に、天使が舞い降りて来る事
小さな子供達の心に、陽気な天使が舞い降りて来る事
そこには、沢山の笑顔と癒しがありますように！そんな
願いを込めました‼️
和田社長の世界中の人々に、健康をと‥願う気持ちに
私も寄り添い、デザインさせて頂きました。
この、マスクを見て
世界中の人々に一瞬でも
癒しの瞬間が、笑顔があれば
審査なさる、和田社長、関係者各位の皆様に、一瞬でも
笑顔と癒しがあれば、幸いで
ございます。

176 四国八十八カ所巡りで、頂いた手ぬぐいを使用して、作成しました。
新型コロナが、早く終息して、早く、安心できる生活が、
戻ればと思います。

177 紙ナプキン・キッチンペーパー・ストッキング・紙テープ
勤務先の利用者様と一緒に作成しました。とにかく簡単、楽しい。
ストッキングは耳が痛くありません。



178
青→綿生地・Tシャツ  白→ガーゼタオル
作り方 店で無料で貰った型紙を使用、ミシン縫い。

工夫した点→猫が向かい合わせになる用柄合わせをした、裏と耳に掛
ける部分はTシャツを使った事。
ポイント→白の方はガーゼタオルを重ねているのでガッチリしている。
柴犬を飼っている友達にあげようと思い柴犬柄にした事。

179

使用した材料
　　表面　麻布地
　　裏面　ダブルガーゼ
　作り方
　　鼻と口を覆うように立体マスク
　　に仕立てました。

立体マスクに仕立て、中に滅菌ガーゼを入れられるようにしました。女子
力アップ出来るように、リボンでコラージュ自分のイニシャル刺しました。
マスクのコンテストで、楽しいひと時を過ごせて、感謝します。

180
ピンクは以前の化粧品が入っていたサテンのピンクを利用しました
同じく黄色は不織布です

ピンクはゴム紐がなかったので共布で包みました。裏地にガーゼを使用
して鼻のところにはラッピング用の針金を入れて、フィットする様にしまし
た。黄色の方も裏地を張りゴムは使用済みの紐の再利用です。

181
表、裏ともダブルガーゼを使用しております。
刺繍はミシンと手縫いで行いました。

つけているだけで、笑顔になれるそんなマスクをつくりました(^-^)
マスクを嫌がる子供もこれをきっかけにマスクをつけてくれるようになり
ました♪

182
フェルト 玩具銀行1万円札(^^) 型紙に合わせたフェルトの上に玩具1
万円札をのせました。

曲面なので形がフィットするように協力ボンドで接着しました。
今の現状、収入が絶対必要だと・・人々の、口には出しにくい心の声を
マスクにしました。笑ってください😊😊💦💦

183 フェルト 綿 型紙に合わせたフェルトの上にドリンピンちゃんを作っての
いつもフォーデイズと一緒という気持ちです。
胸のマークに苦労しました(^^)

184 新品のブラジャー・レースの部分を利用してマスクの形に合わせました

耳にかける部分はブラジャーのヒモ。下着ではありますがエレガントに仕
上げました。耳にかけるヒモは市販のゴムにしようかなと思いましたがブ
ラジャーについている肩紐をつかいました。男性は使えません😅😅💦💦

185
フェルト カーテンレース生地
フェルトを型紙に合わせてその上にレース生地を縫い合わせまし
た。

女性が好むピンクのフェルトと白のレースで可愛らしさを表現しました。

186
白のダブルガーゼを中表に縫い合わせて縫ってからプリーツ部分を
作りました。

両端にリバティの可愛い花柄を合わせ、清潔さと可愛いらしさを
出しました

187

内側は緑色のダブルガーゼを使用　炭治郎と善逸は羽織柄の生地
を使用　
願豆子は着物柄の生地を使用
内側と外側がずれないように
真ん中を先に縫い止めしました。

今流行りの鬼滅の刃柄で作ってみました。

188
普段私はテニスウェアを手作りで販売していますので、いつも使って
いる
ポリエステルの吸汗速乾素材で作りました。

マスクゴムが手に入らなくなったので
大人用はマスク部分と同じ素材でロックミシンをかけて使っています。耳
当たりが柔らかく、プレゼントしたダウンの方やお友達に好評です。カラ
フルな色で気分上々！
レース使いの方は二枚あわせの方よりも涼しいです。

189
セラムの購入時に入っていた袋とリボン
二つマスクを作成して残った布のまま、リボンを付けました。

フオディズから、頂いた袋で、ちゃんと作ったマスクの残りがたまたま
こんな風に残ったから出来ました。

190
オーダーシャツギフトでいただいていた
生地

フレンドリーでいただいた型紙を参考に作りました。地元の小学校全校
生徒41名にプレゼントしました。
学校便りにも載りました。
これがきっかけで町内4校全生徒は
プレゼントするためにメンバーさんで制作
取り組み始めました。
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孫の洋服を作った残り布　
(自分の服を作ろうと裁断までしたけど断念した)ガーゼ生地
インターネットで見つけた型紙をもとしてに作りました

息子家族に親子で作って使ってもらおうと思い作りました。
子供用は、小さくてとにかく作るのに苦労しました。
特に子供用は、上下がわかりやすいように、そして個人識別のために、
飾りボタンをつけました。

192
♥ 『2012年フォーデイズ全国大会』でいただいたポロシャツ
♥ガーゼ布　　♥化粧パフ

これまで作ったマスクが洗濯の後アイロンが必要だったので、アイロンを
かけなくていいような表生地を探しました。
私は眼鏡をかけているので、マスクをすると、息で曇るのがとにかく嫌で
した。曇らないようにするには、どうしたら良いか考え、以前見たことのあ
るマスクをヒントに、化粧パフを思いつきました。

193

表地:奈良・三輪神社で頂いたフキン
京都・やよいのおふくろ煮の包装に使用していたゴム
裏地:お茶用パック

作り方:
❶鼻が当たる部分に針金を両面テープで固定
❷三等分に折り、さらに三等分になる様ダーツを取り、左右を中心に
向かって折る。
❸左右にゴムを通し、裏の紙と合わせ、縫い合わせる。紙と本体と
下の部分だけ縫い合わせる。
注:上部は、縫い合わせない。
ポケットになり、さらにキッチンペーパーなど入れ気密性高めたい時
に利用、また、ダーツで幅がでる。

神様にすがる思い、健康祈願🙏🙏🙏🙏
ゴム、リサイクル
お茶パックは、洗濯にも耐える、気密性にも優れている、感触も良い。

194

材料:ムーサの包装巾着袋、リードペーパータオル
作り方:❶紐を抜き、両端を固結びし、ボンドで解けない様に固めて
おく(蝶結びにしてもアクセントになる)
❷紐の通っていた下辺りに両面テープでワイヤーを固定する。
❸ワイヤーの上で折り、ワイヤーを隠す。袋の下と少しずらして合わ
せる。(タオルを入れた時に表からはみ出ない様にする為)
❹表四角に❶のリボンをスタンプラーで固定する。
裏四角にシールなどを貼りスタンプラーをおちつかせる。
❺上からもリードペーパータオルを輪を上に入れ、1番上を出し肌と
の接触面とする。

＊3分で出来る！
＊ムーサの巾着袋を再利用!
(デザイン、キャッチコピー、生地も強い)

195

Wガーゼ、フォーデイズ製品が入ったオーガンジーの袋、付属のリボ
ン、レースゴムを使っての製作です。
表になる柄の付いたWガーゼにオーガンジーに付いてるロゴをバラ
ンスを見ながら裁断、縫製

イメージはコロナで沈んだ心を少しでも和らげるように爽やかな風のよう
な色目に。。フォーデイズロゴ入りでオーガンジーを表面に覆いキラキラ
とした気品ある感じに仕上げました。
工夫はこれからの日差しにも負けないように日焼け予防も兼ねてライン
を耳の横まで延長してお顔半分はしっかりガードしました。耳掛は痛くな
らないようにレースのゴムを付けてソフトな肌触りにしました。

196 カフェカーテンを作ろうと昨年購入した布

紙製マスクの大きさと同じ位にして、顔全部覆えるようにしました。
シンプルなデザインにし大切なお客様にお配りをして少しでも元気に
なってもらいたいと願いを込めて作りました。
ハワイアン柄にして、コロナ終息を願いアジェンダハワイに行けますよう
に！と願いを込めて作りました。

197

リネン、ダブルガーゼ、マスクヒモ
作り方 
1、表布２枚、裏布２枚、ループ用２枚を裁断
2、表布同士を中表で重ね、前中央を縫う
3、裏布も同様に縫う
4、縫い目を開いてステッチをかける
5、上下にはしミシンをかける
6、裏布の両端を3つ折りで縫いループをつける
7、表布と裏布を中表にして上下を縫う
8、ひっくり返して上部にステッチをかける
9、表布の両端を3つ折りで縫いマスクゴムを通す

・口紅がつくと言う方とガーゼの口当たりを残したままキッチンペーパー
やガーゼを挟みたいと言う意見からどちらでも使えるように改良してこの
形にしました。
・真ん中にステッチを入れることによって立体的になりそのまま使う時に
は息苦しくなく楽です。

198 ハンカチと使用済み紙マスクの針金と紐 老若男女その日の気分で楽しめ清潔です。材料費４０円

199 ハンカチと使用済み紙マスクの針金と紐 老若男女その日の気分で楽しめ清潔です。材料費４０円

200 ハンカチと使用済み紙マスクの針金と紐 老若男女その日の気分で楽しめ清潔です。材料費４０円
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 （立体マスクの作り方）
厚紙　1枚（型紙用）
未使用のハンカチ　1枚(15×30cm)
さらし布　1枚 (15×30cm)
ゴム（平ゴムか細いヘアゴムでも可）70cm（2本分）
糸、キッチンペーパー　1枚

・作りたいマスクの大きさに型紙を切る
・中表に生地を2枚重ね、型紙をのせて裁断する。もう一組同様に裁
断する。（縫いしろは1cm)
・左右のパーツそれぞれ2枚、計4枚ができる。ゴムも2本用意する）
・左右のパーツの中心側を縫い合わせる
・縫い合わせたカーブがなじむように縫い代に切り込みを入れ開き、
アイロンをかけて形を整える
・中表に合わせて、両端を縫い合わせる。ゴムの入口（両端7mm)を
残して上部を縫い合わせる。下部はゴムの入口を残して端から
3.5cm縫い合わせる。（返し口は広めに残す）
・返し口周辺をまつり縫いする。
・下部の返し口から表に返し、形を整える（周囲をまつり縫いするとよ
り形が整います）
・両脇にゴムを通し、長さを調節し結ぶ
・折りたたんだキッチンペーパーを中入れる（フィルター代わり）

 少しでも明るい気分になるよう、春に咲く黄色の花ミモザ柄を選びまし
た。
頻繁に使うものなので洗ってもすぐ乾くよう、マスク本体は薄めの布を使
用し、マスクの中にフィルターがわりとしてキッチンペーパーを入れるよう
にしたので、毎回取り替えられます。
耳のゴムは普通の平ゴムや、カラフルな色の細いヘアゴムを使いまし
た。

実はコンテストの発表前からぼちぼちマスクを作り始めていて、まず自
分用に作ってＳＮＳに載せたところ、フォーデイズ会員のお友達から同じ
ものが欲しい～！とリクエストがあったので追加で製作しました。しばらく
みんなとは会えないけど、同じ柄のマスクをシェアするとなんだか一体感
が出てお互いハッピーな気持ちになります。

202

アベノマスク1枚、ビニールタイ9センチにカットしたのを2本
作り方
アベノマスクの裏から、中布を上下引き出して、出した所の隅にビ
ニールタイ上に１本下に１本を入れていく。

アベノマスクが小さい為不要だ、捨てるとか残念な事を聞いたので、簡
単リメイクで使用出来ないかと考えた結果
鼻と顎に余裕をもたせました。
上下出してあることによって、どちらを上にしても大丈夫なようにしまし
た。
子供からお年寄りまで簡単にリメイクできます。

203
ムーサ化粧品が入って送られて来る袋、
Tシャツ生地、リボン、ビーズ

お洒落で可愛く💕💕、誰もしていないマスクです。
色々なリボンとビーズを使い、ワンポイントにセラムが送られてくる時の
袋を何年も前から取り置きしていたので、三色をつかいました。
FORDAYSのロゴを入れました。

204 医療用のガーゼを三重にし筒状に縫い両端にギャザーを寄せただけ

使い捨てマスクをこの筒状に入れガーゼが使い捨てマスクのカバーにな
ります。
何度もお洗濯が出来て、肌触りもとても良いです。
このガーゼカバーが2〜3枚有ればずーっとこれでいけます。

205 裏表共、麻の生地を使用しました。
これから暑くなるので生地も麻で清涼感を出しました。
そして、コロナに負けず頑張って欲しい気持ちを「fight  日本」と手描きし
ました。洗っても大丈夫です。落ちません。

206 裏表共、綿の生地を使い、レースも綿100%です。
初夏用に涼しげでお洒落な感じに作りました。
レースがポイントです。

207 ムーサ化粧品を入れて送られてくる袋と、白の綿生地を裏に使いまし
「人生を、可愛く、美しく」を入れたくて苦労しました。
ワンポイントにドリンピンを付けました。

208

【使用した材料】
ハンカチ　1枚
ヘアゴム大きめ　2つ
ヘアゴム小さめ　2つ

【作り方 】写真2枚目以降、作り方の写真です。
1.ハンカチの上部5センチほど残して半分に折る。
2.さらに、上の辺をを下の辺に合わせるように半分に折る。（ハンカ
チを折り込んでノーズフィットを作る）
3.上の辺の中心から、右上の角を右下に三角を作るように折る。左
も同様に。
4.下の辺の中心から、右下の角を右上に三角を作るように折る。左
も同様に。
5.ハンカチの長さを3等分する位置に、小さなヘアゴムを通す。
6.大きなヘアゴムを同じ位置に置き、ハンカチの両端を折り曲げる。
（3分の1のサイズになる）
7.折り曲げた両端を広げて、完成。

【工夫した点】
縫わないマスクの鼻付近のフィット感をアップするために、ノーズフィット
を作りました。
口元がゴワゴワするため、小さいヘアゴムを利用することで、立体的に
なりました。
ハンカチは繰り返し洗って使えるし、気に入ったハンカチを切ったり縫っ
たりすることなく、使えるところが気に入っています。

【このマスクのポイント】
発案は9歳の息子です！
子どもが作れます。
中にフィルター代わりの不織布を折り込めば、マスクとしての性能アップ
もできます！

209

〜材料〜
表はオーガンジーの袋・裏は薄地綿・ゴムはポリエステル収縮のあ
るブラウス生地
〜作り方〜
ミシンで縫い合わせました。

アイロン掛けの時にセラムのロゴが消えないように当て布を。

210 何年も前のセラムが入ってた袋。虎柄の生地に裏地はガーゼ。

大阪のおばちゃんは虎や豹柄の服を着てるので、親子で付ける虎のマ
スクです。
以前に送られて来たセラムの袋が耳にぴったりの色でした。
子供用がとても可愛い💕💕です。



211 洋服の生地を表は使用。裏地は綿です。
ちょっとお洒落なマダムにと、思い洋服地のレースを使い、ドット柄の部
分も使用しました。
決してブラジャーからでは有りません❣️

212 表地は麻で裏地は綿を使用
柄がとてもお洒落なので素敵なのが出来ました。
麻なのでつけ心地も軽くて良いです。

213 表地は麻で裏地は綿を使用
柄がとてもお洒落なので素敵なのが出来ました。
麻なのでつけ心地も軽くて良いです。

214 表地は麻で裏地は綿を使用
柄がとてもお洒落なので素敵なのが出来ました。
麻なのでつけ心地も軽くて良いです。

215

表地は赤ちゃんスタイを作った残りのダブルガーゼ
裏地は白のダブルガーゼ
立体マスクで縁と中央にステッチをかけておさえる
マスクゴムはストレッチのレオタード用布地を細く切って再利用

肌に優しい生地を使用。柄を合わせて恐竜が分かるように。親子で、家
族で使えるようサイズを変えて作りました。

216
すべて必勝手ぬぐいを再利用。手ぬぐい1本で出来ます。ストレッチ
のレオタード用
布地を細く切ってゴムの部分に使用。

コロナに勝つ！

217
縦10×横20 市販のハーフハンカチ
縫い代2cm位でミシンをかけただけです。

今回はミシン縫いをしましたが、手縫いでも出来ます｡
とても簡単に出来ました｡

218 ダブルガーゼ、マスク用ゴム、鼻の部分に形成保持ワイヤーを使用

布マスクよりも不織布マスクの方がウィルス除去効果があると聞きまし
たので、不織布の使い捨てマスクの内側にインナーマスクとして使える
マスクを作りました。

そのため、白色にこだわり、形状を使い捨てマスクの形に合わせました。
ダブルガーゼ素材なので、肌触りも良く、洗って何度も使用可能です。
プリーツになっていて、広げて使えます。鼻の部分には形成保持ワイ
ヤーをいれたのでフィットします。
フォーディズのロゴマーク遺伝子の螺旋を刺繍しました！

これを使えば、使い捨てマスクも半永久的に使えて、ウィルス感染予防
にも効果大です^_−☆

219 100均商品で
サロンの社員さんから派手に作ってみて下さい❣️一言アドバイス
頂いたんでチャレンジしてみました😊😊また、ゴムの代用として紐を
使用してます😷😷

220
表地は鈴廣さんからいただいた布巾、裏地は近くの寒田神社の祭礼
でいただいた
てぬぐいを利用。

幼い孫がよろこんでつけるように、ママとお揃いにしました。

221 フォーデイズの袋と綿布とガーゼを立体型に縫製しました。 皆様が少しでも笑顔になる温かい色にこだわりました。

222

綿の布  サラシ   作り方  型紙を取り表の部分に刺繍をして、中表に
して上、下、
縫いひっくり返して上、下をステッチをして、両サイドを縫ってゴムを
通しす。

工夫点   刺繍するのに出来るだけわかりやすいように縫いました
ポイント   すれ違う人達に元気と核酸て何だろうと知って頂だくため！
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材料→手元にあったハンカチやハギレ　紐は、ゴムや、ストッキング

作り方→型紙は、もらった物があったので、それに合わせて裁断し、
カーブは手縫い、仕上げはミシン中パットも、同じ要領で作った
(気をつける点として、おもてに出ないように少し控え目にした)

マスクの表を常に洗うと、痛みが激しい為、中に洗い変えマスクを付けて
みました

224

市販の使い捨てマスク、赤い布、ピンクの布
ハサミ、裁縫道具
制作時間短縮のため、
使い捨てマスクを使用して、
その上に布を縫いつけました♪

味気ない真っ白な使い捨てマスクに、😄😄笑っている口と可愛い❤マーク
を縫い付けることで、このマスクを着用するだけで、いつでも笑顔になれ
て、それを見た人達も、思わずクスッと笑顔になる！笑
そんな笑顔の連鎖が広がったら良いな😁😁という想いで作ったスマイルマ
スクです😊😊💕💕
普段使いもできるようにシンプルなデザインにしました！
☝️鼻の部分のプリーツが伸ばせるように、口の上の部分は縫い付け
ないようにしました！

225 ブロード、レース、ダブルガーゼ、大人用立体マスク、リバーシブル可 左右非対称

226 ダブルガーゼ、ゴム紐 子供用、リバーシブル可

227

型紙をつくり、生地の上において切る。中表に、合わせてカーブを縫
い合わせる、4組作る、縫い代ひ切り込みを入れる。2組の中表を合
わせて、上下を縫い合わせる。上下かどの余分な縫い代をカットして
表に、返す。マスク本体を縫い合わせる、両端にゴム通しをつくりゴ
ムを通して
結び目は中にしまったらマスクの出来上がりです。

親子で、お揃いのマスク、リバーシブルになっています、
気分で変えては、どうでしょうか？

228

(材料)晒し、ボンド、キッチンペーパー、工作ハサミ、ホッチキス、
シール
(作り方)晒しを大人用と子供用にカットして、端は5ミリから1センチ位
折り、ボンドで貼ります。
紐も同じようにしますが、念のためホッチキスで留めます。
最後に、好きなシールを貼ります。
キッチンペーパーは口の当たる所に置くと１日何度でも取り替えられ
ます。

家に有るものが晒ししかなかったので、難しく考えないで、
私が小学生位に作ったのを思い出しながら、お金を極力掛けない
ところにポイントを置き作りました。

229
百円均一の日本タオルとフォーディズのコスメが入って来るピンクの
セラムｍｙの袋を使用しました。ゴム不足の為リボンも使用しました。

今、コロナで暗い日々が少しでも癒されるように花柄(桜)の日本タオル
を使用し、セラムｍｙの文字が出るようにしてみました。

230 コットン余ってたハギレ

赤1色にしないでピンクのハートをいれて、大きさもバラバラあえて不揃
いにいっぱい愛がハートが溢れてするだけでしてるのを見るだけでやさ
しい気持ちになれるように作ってみました

231

・フォーデイズ化粧品入れ小袋
・不繊布マスク（レギュラーサイズ）

作り方
１・フォーデイズの小袋のリボンを抜きます。
２・小袋の好きなイラストが出る様に、マスクを小袋の中に入れま
す。
３・マスクの角に合わせて、編み針などで小袋の外側から縫い目の
一目
を開いてリボンを差し込み、横幅に合わせて外側に引き出します。
４・小袋のマスクの残り部分を折って、上下を互いにはさみ込みま
す。
５・リボンを耳までの長さに合わせて結びます。

工夫した点
・フォーデイズのブルーやピンクの小袋をほどかずに使い、リボンも無駄
なく使いました。
・子供でも楽しく作れる様に、針や糸、ハサミも要らない様にしました。
・フォーデイズのイラストや、布の色の重なりを美しく出すために
様々な折り方を試し、折り方によっては重なった上側にもリボンを
通し、各々が出来上がりを楽しめる様にしました。

このマスクのポイント
・使い捨ての不繊布マスクを、カバーを洗って何回か再利用出来る様
に、フォーデイズの華やかな小袋で、楽しく変身させるカバーを作りまし
た。

232 エレンSP空袋とダブルガーゼ
呼吸ができやすいように両サイドを開けています。
裏には取り外しができるように別布がついています。
ホンワカエレンの香りがします😍😍

233 内側はガーゼ　キラキラのバイヤステープ　赤のアイロンシート

このマスクのポイント
2歳と4歳の孫が好きな新幹線
「かがやき」「こまち」の顔に見えるよう立体的になるよう工夫しました。
ポイントはマスクを嫌がる幼い子も着けてくれるよう好きな乗り物にしま
した。



234 型紙　針　糸　ハサミ　ゴム

ワンポイントのブーケの白タオルで作ったのでブーケの配置を考慮、
使い捨てマスクのゴムを再利用。
手作りマスクを着用する様になってからは、洗濯し、使い捨てマスクの無
駄を省けてます。

235 100円ショップで調達した材料、立体マスク

パッと見た瞬間に、みんなが笑顔になれること！
どりんぴんの表情→口をビーズにしたことで着け方で表情が変わる点

236
フォーデイズから送られてくる化粧品の入った青い袋を使用して、
大人用にミシンでつくりました。

青い袋にあるフォーデイズのマークがマスクのデザインになるように
配置を考えて作りました。

237
綿生地、ガ－ゼ、マスクゴム
お手本を見て作りました

顔にあたる部分はガ－ゼにしました
表地はコロナに負けない明るく華やかな生地を選びました

238 布、子供ガーゼ、プリントタイツ、毛糸、平ゴム

全く裁縫ができない嫁姑！！作ってる間は終始大爆笑！
家にあった使用していない、布やプリントタイツを使用しました！
髪の毛の質感を出すのに試行錯誤しました。
コロナ自粛ばかりでストレスが溜まり、ヤンキーになっちゃいました（笑）

239

材料
・不織布
・キッチンペーパー
・サージカルテープ
・ねじりっこ
・ひもorゴム
 
作り方
１）不織布をカットし2枚に重ね、間にキッチンペーパーをはさむ
２）上下を縫い、上部分にねじりっこを通す（ノーズワイヤーの役目で
す）
３）左右にサージカルテープを貼り、ゴムをはさむ
４）マスクサイズにおりたたみ、端から1cmくらいの箇所を縫う（ゴム
の部分は重ね縫いをする）
 

・普段は布マスクでエコに対応したいですが、やむをえず電車に乗った
り、病院に行く際などに使用できるよう、手作りの使い捨てマスクを考え
ました
・不織布の間にキッチンペーパーをはさみ、さらに目を細かくしました
 
POINT
・材料を全て100均で揃えたところ！
・市販の不織布マスクそっくりのデザインに！

240

材料
・オーガニックコットンシングルガーゼ（白、グレー）
・コットンレース（白、ベージュ）
・ソフトゴム
 
作り方
１）生地を型紙に合わせてカットし（6枚）、前中心を縫い合わせる
２）上下を中表に縫い合わせ、裏返してアイロンをかける
３）上下にステッチのミシンをかける（上側にはレースをつける）
４）左右それぞれを2つ折りにして縫い、ゴムを通して完成！

・オーガニックコットンを使用し、お肌にやさしい素材にしました
・これからの季節に向けて、シングルガーゼを3枚重ねにし、少し薄手に
仕立てました
 
POINT
・色、レースなどシンプルなデザインにし、どんな洋服にも合わせやす
く！

241

くるみボタン用はぎれセット・カッターシャツのリサイクル・コットン
ヤーン
1. 型紙を作る
2. 表布をパッチワーク風になるように取り、裏布を取る
3. 表布を繋ぎ合わせる
4. 表布、裏布それぞれの中央を縫い合わせる
5. 中表にして返し口を残して縫い合わせる
6. 返し口から表に返して回りをステッチ
7. 編んだコットンヤーンを通してゴム通し口を縫う

表側をパッチワーク風にした点
ゴムが不足しているので、コットンヤーンで編んでゴムの代用にした
(こちらは母が編んでくれました)

242
主人のカッターシャツの布と白いガーゼを使い、一番外の布に接着
芯を張り、
形を整え裏は、ガーゼ二枚重ねました

カッターシャツの柄を使って、ペアにしました。接着芯を張り、
薄い布をしゃっきりさせ、又ガーゼを二重にする事で、
少しでも細菌が侵入しにくくしました。又ゴムを通して、
調整出来るようにしました。

243
ダブルガーゼ
タックを取り、最後にゴム通しの部分を縫い付けます。

たたみ方で柄の出方が違う

244 以前いただいた手拭い
どこも切っていません。
柄がうまく出るようにたたみました。



245 ドラえもんの手拭い
ドラえもんの柄が左右にくるようにカットして、
裏は、ダブルガーゼになってます。

246
豚はピンクのポロシャツと晒、紐の部分は白のストッキングを使って
います。紐を長くして誰でも調節できるようにしてあります。

子ども大人もみんなが可愛く和んでくれることを思いながら
作りました。

247
お相撲さんはお祭り豆絞り手縫い、洗えるフェルトで作りました。早く
コロナが自滅する様に強いお相撲さんに願いを込めて作りました。

子ども大人もみんなが可愛く和んでくれることを思いながら
作りました。

248 シーツとレースとストッキング
使わなかったシーツで作ってみました。ゴムも手に入らないので
ストッキングで作ってみましたがとてもミに優しくていいです。

249 晒し、洗えるフェルト、化繊わた、ストッキング、スナップボタン
親子でコロナ菌を外して遊ぶことができるようにしました。
後ダルマの鼻は引っ張って外せるように工夫しました。
後は1日もコロナ収束を願ってつくりました。

250 白い布、ゴム、コスメ袋、どりんぴん、ブラックどりんぴんアップリケ コスメ袋の再利用、アップリケ作り

251
伸びる素材のもので、切りっぱなしでもほつれない素材の生地を
使って、
一か所縫うだけです！

ゴムがいらないこと！
手縫いでも可！

252

【痛マスク(妻のアニメ柄)】
④-1使用した材料・作り方 …アニメ柄のＴシャツの柄部分を中心に
長方形に縫ったあと、横両サイドを折ってさらに縫い、ゴムを通しまし
た。

【サックス演奏用マスク】
④-2使用した材料・作り方 素材:薄手のデニム生地。通常のマスク
の2/3強の大きさの長方形および通常の1/3強の長方形を袋縫いで
作り、そのあと2/3を上・前、1/3を下・後ろに配置した上で両サイドを
折り曲げ縫い止めます。止めたところにゴムを通します。

痛マスク(妻のアニメ柄)】
⑤-1工夫した点・このマスクのポイント …絶対に誰も持ってないマス
ク！そして道行く人が2度見して振り向いて注目してくれることを意識しま
した。

⑤-2工夫した点・このマスクのポイント 簡単に作れるのがポイントです。
また、開発当初はたて笛しか吹けませんでしたが、オカリナ、トランペット
を経て今ではアルトサックスを吹けるようにまでなりました。今後、横笛
吹けるようさらに改良を重ねます。

253

中表にし、上の部分を縫う。裏面の裏に不織布をはる。
返して2枚(裏表)の両側にギャザーを入れ
ギャザーの上をゴム入れ布でくるむ
ゴム通しの一面をステッチでおさえる
ゴムを通して出来上がり。

一面を開けておきポケットを作ってあります。
布は菌を通しやすいのでキッチンペーパーやティッシュを入れ菌を通し
にくくします。

254

綿のハンカチ、さらし、ガーゼ、不織布、ゴム、
綿のハンカチを二重にして、裏のさらしを二重にし、裁ち切りの所を
縫い、それを返して両側にギャザーを寄せ、共布でゴム通しを作り、
ゴムを通して出来上がりです。

綿素材は肌感触が良いが菌を通しやすいので中に不織布を入れてま
す。
ポケットもあり、キッチンペーパーやティッシュを入れ、菌を通しにくくも出
来ます。
使いごこち最高、何度も洗って使用できます。

255 ・綿素材、夏のスラックス直しのハギレを利用、レースのハギレでアク

・肌触りよく、デザインは上品な大人女子をイメージしてレースで飾りまし
た

256 木綿ハンカチとガーゼハンカチとパンツのゴムを使用

ハンカチを折り畳んでダーツを作り端っこを運針で縫う。端っこにパンツ
のゴムを入れてそこを縫う‼️手縫いとミシンの2パターン作成。
図式と仕上がり写真添付します。



257
フォーデイズ2012年全国大会ポロシャツ
ガーゼ布　　(ゴムの代わりに)リボン

洗濯の後、アイロンがけが入らないと思い、フォーデイズからいただいた
ポロシャツを使いました。せっかくフォーデイズからいただいたポロシャツ
を、手作りマスクコンテストに応募するだけでなく、無駄にならないように
普段遣いのマスクもしっかり作り、前回応募したマスクと合わせて11枚
のマスクができました。
皆さん一緒だと思いますが、お店にもゴムが無く、代わりにリボンを使い
ました。

258 毎年訪れている「長崎おくんち祭り」で頂いたタオルを使用

耳当ての紐は伸縮性に優れた
ストッキングを使用している為、長時間付けていても耳が痛くなりませ
ん。　
　
着ける時に上下が一目で分かる様に赤糸で目印を付けてあります。
この生地を選んだ理由は、今は亡き長崎の友人に会いに、毎年長崎お
くんち祭りに合わせて行かれていたとの事で、友松さんにとっては思い
入れのあるタオルだそうです。
他にも、30点程作り、フォーデイズの会員さんやご近所さん、ご友人に配
られているそうです。写真でもお分かりかと思いますが、年齢（88歳）をと
ても感じさせない、元気溌剌な会員さんです！
どうぞ宜しくお願い致します。

259
️️裏面にフィルターになる、紙を入れられる
️️包帯を切ってゴムにしてあるので、耳が痛くない。 ️️フォーデイズ 愛たっぷり

260 １ミニタオルハンカチ、２モール、３ゴム、針と糸
小２の孫と一緒に作りました‼️簡単‼️機能性を持つマスク😷😷

５才の孫が嫌がらずに使ってくれるように考えて金太郎さんの様に…

261 日傘、マスク型紙でハサミでカットし、ミシンかけた
これから気温が上がり、紫外線も気になります。そこで、日傘を考えレー
スがステキである。裏は傘の裏側利用雨の日もOK,その他
レース生地利用豪華です。

262

和装小物の巾着を分解
ジャージの布
マスクゴム(タイツを利用)
針、糸
作り方 →立体マスクの型紙に合わせて布を切ります。
顔の中心部分をずれないように縫います。(広い方)
裏地にジャージを使います。
同じように縫います。
中表に合わせて上下を縫います。
左右は、まだ縫いません。
裏返して表を向けます。
マスクの形を整えたら左右を三つ折りに縫いゴムを通します。

マスク用のゴムが品薄なのでタイツを輪切りして使いました。
和装の柄を生かすのに、しっかりとズレのないように合わせました。
ミシンが壊れたので手縫いで仕上げました！

263 布巾と毛糸
100円ショップのダスター
毛糸は伸び縮みする素材
耳痛くならない

264

100均でちりめん生地黒、あまった黒のレース、白フリルレース、バラ
の花、蝶々、手芸用ボンド
黒の生地の中にガーゼを入れ、3つ折りにして、両端を2cmづつゴム
が通る幅をとって
黒レースで止める。ボンドで止める。表にして四辺に白レースをつけ
蝶々を周りにつける

華やかなお花畑の生地をシックな黒にしてゴージャスに大人でも使用で
きる様にしたところ

265

白のタオル約半分、ちりめん紫色、百均のバラ、花、蝶ネクタイ
白タオルを縦裏横長となる様3つに折りぬう。
両端はゴムが通せる様2～3cm幅であけてぬう
紫のちりめん地にミッキーマウスの型紙を置き形を切りぬく
ミッキーの型をバランスよく置き蝶ネクタイをつける。周りにバラをつ
ける(ボンドではる)

パっと見てミッキーマウスの型に見える様に切るのが大変
老若男女が使える色を使用。夢があるイメージです。

266

白タオル、オーガンジーイエロー、100均の蝶々、100均で白の花

白タオルはバイアスどりをして裏でぬい合わす
両端はゴム通しの為開けておく。表側に黄色の帯をつけてぬう
蝶々を飛ばす(ボンドでつける)白い花はボンドでつける

ポーチの機能として両サイドは小物入れとなっている

267
表地  パッチワーク用の布
裏地  ふきん
ヒモ  Tシャツヤーン

️️トリプルになりマスク️️
見た人が ちょっと 明るい気持ちになれたら 
イイな💕💕
7色の布を立体裁断して 接ぎ合せたので、
フィット感も バツグン❣️



268 綿とデニム
どりんぴんとブラックどりんぴんを刺繍で作ってみました😄😄✨
よろしくお願いします。

269
布　フォーデイズのコスメメッシュ袋　ゴム
布にメッシュの袋を縫い合わせ
ゴムを通して出来上がり

メッシュの正面になる部分に文字か来るようにしたこと

インパクトのある色なので声かけされやすいところ

270 スキンケア袋　手拭い、ガーゼ　バンダナ
健康長寿で昇竜、フォーディズと共に👍👍

271 コットンの糸で編んで内側はガーゼをつけました。

テーマは親子でレインボー
コロナの終息を願って
皆さんの思いや夢や希望を重ねたレインボーカラーにしました。
一段一段色合いを考えながら作りました。
コロナの時期でも明るいカラー。

272 手拭い　豆絞り

岩手県奥州市水沢は鋳物工場が多く南部鉄器の名産地なので南部鉄
器の部分をマスクにしました。
テーマはご当地マスク

岩手県の伝統は鬼剣舞、衣装に使用する豆絞りで作りました。
ジャバラタイプ
鼻の部分には芯を入れました。
芯はよくパンの結び目についてる針金の入った留めを入れました。
今年、画家の父親が癌になり闘病中なので笑えるようなマスクを作りま
した。
父親がマスクをつけたら家族で大爆笑、ほっこりな一時になりました。
核酸と鬼剣舞の豆絞りパワーで癌に勝ってほしい願いを込めて

273 コットンの糸でモチーフを編んで内側はガーゼをつけました。

コロナの時期だからこそ
マスクだけでも明るいカラーに。
いつもお世話になっている核酸の先輩の叔母に感謝の気持ちを込めて
作りました。

274 おーいお茶についてきたリラックマのボトルカバーで作りました
たまりすぎて困っていたペットボトルカバーがマスクに変身～。
厚みがあるので最適です

275 紙っぽい幅広の糸。細編みでかぎ針を４号5号６号に変えて編みました
裏側にはレースで、ガーゼやチッシュペーパーを入れて口紅が付くので
捨てられます。見た感じより軽いです。

276 フォーデイズお買物バック、晒、ガーゼ、ノリ　 ビーズ
極力シンプルに、ドリンピンが可愛く見えるよう生地が硬いので顔に
当たる部分にポケットを付け痛くないようにしました。

277 フォーデイズお買い物バック、晒ガーゼ、ノリ  ビーズ
バックのマチも再利用です
立体的に裁断。顔に当たる部分にガーゼポケットをつけ柔らかさを出し
ました。

278 晒、ガーゼ、フォーデイズのチラシ

テーマ 『 今日のお出かけ気分☆』
マスクに合うチラシ探しに苦労しました。
布に貼れるようにデコパージュ加工をし立体化させました。うきうき気分
が伝わりますか？



279 木綿布とダブルガーゼを使用し、リバーシブルにもなります。
フラ柄で赤とブルーの色のコントラストがポイントです❣️

280
伸びるレース14センチ幅を二つ折にし本体にして伸びるレース3セン
チ幅を
耳かけとして手縫いで付け顔に合わせてタックを取り縫い止めました

本体は二重なのでキッチンペーパーなどを中に入れて、使い捨ての
フィルターにできます

素材がとても薄いため帰宅時の手洗いついでにさっと洗えてすぐ乾きま
す

ゴム不足のため伸びるレースを使ったら耳への負担が軽減しました

281
一番上のマスクは　配布されるガーゼマスクをイメージして白ガーゼ
で作成しました。

どりんぴんの消しゴムはんこを彫りました。
市販のマスク、配布されるマスク、手作りのマスク…何でも、何枚でも　
どりんぴんマスクにできます！！

282
表は毛並み模様のダブルガーゼ、内側は白いガーゼを使用、
フェルトで猪の鼻と牙をつけました。
着けて外出すると　注目されたり、市販品か　聞かれたりします。

子供がマスクを着けたがらないので、自慢したくなる、着けたくなるマス
ク…と思い　作りました。
イメージに合う布を探すのが一番大変でしたが、『アニマルヘア』という　
まさに獣の毛並み模様のガーゼが見つかり　作る前から楽しかったで
す！

283

表　綿シーチング
裏　wガーゼ2重
マスクゴム
ノーズワイヤー
　作り方……サイズはメンズ用
◎型紙通りに裁断した表地と裏地をそれぞれ中表にし縫う
◎裏地は縫代を割り、縫目のキワに1ミリステッチをかける
◎両端を1センチ折りステッチをかけておく
◎表側と中表にして上下縫い、おもて返して上にはノーズワイヤー
を入れながらステッチをかける
下は端ミシンをかける。
◎両サイドは中ガーゼと重ならないように中心に向けて紐が通せる
ように折りステッチをかける
ゴムを通して出来上がり

シンプルに
写真のように立体型マスクとして使える様にして、全体は、袋状に仕上
げて既製品マスクを通して使える様にも工夫しています。
また、両サイドを中に入れ込んでインナーマスクとしても使えます

ポイント　目的として、限りある資源を大切にし、何回も洗って使える布マ
スクカバーがあるといいなと思い作りました。一つで欲張りマスクになり
ました。

284

使用した材料
◎表　綿ローン　ケミカルレース
　　肌面　wガーゼ2重合わせ
◎マスク用ゴム◎ノーズワイヤー10cm1本
作り方
◎表裏を裁断後、それぞれプリーツをたたみ、プリーツ奥にステッチ
をかける
◎それぞれ縫代にロックミシンをかける
ガーゼの方は両サイド出来上がりにステッチをかけておく
◎表裏を中表にし上下縫い合わせる
◎おもて返して、上にはノーズワイヤーが入る幅にステッチをかけ
る。下は端ミシンをかける。
◎裏から表生地をガーゼと突き合わせにしてゴム紐が通る様にス
テッチをかける
◎ゴム紐を通して出来上がり

工夫した点
☆表裏に同じようにプリーツをたたみ、中に既製品のマスクを通せるよう
に袋状に仕上げる
☆お出かけ用にレースをつけてマスクらしくないマスクにし、顔が綺麗に
見えるマスクを目指した
☆インナーマスク、カバーマスクとしても使える
☆そのままでもマスクとして使える
ポイント
立体型と同じで、一石三鳥の欲張りマスクに。
使い捨てマスク決して安くないのでなるべく長く使いたいと思い欲張りマ
スクを考えました。

285

使用した材料
◎大判ハンカチ
◎ストッキングの輪切り2個
◎使い捨てマスクノーズワイヤー1本
◎どりんぴんの缶バッジ1個
◎有ればフィルターシート13cm×10cmを1枚

作り方
❶ハンカチを横長に半分おりさらに半分折る
❷ ❶を開いて上のひとつ目の折り目を外表にして裏側に折る
❸折った端から6cm入った所からノーズワイヤーが通せる巾にス
テッチをかけ端から6cm手前で縫い止める。
❹下４分の1を中心に向けて折る。この時にフィルターシートをおく。
上のノーズワイヤーのステッチの下までたたむ
❺4分の1巾のままストッキングの輪を両サイドから通し右端から6cm
たたみ、顔の幅に合わせて左側もたたむ。
❻6cmの方を長い方の輪の中に入れ込み、表側から缶バッジで留
めて簡単マスクの出来上がり。

工夫した点
材料は特別買わなくてもおうちにあるもので作れる。
サイズはどんな人にも合わせられる。
ガーゼでなくても8重になるのとフィルターシートや不織布を挟むと一層
マスクとして使える
ストッキングでなくてもヘアゴムや紐でも良い。

ポイント
簡単なので、子供さんでも作れる
急な時にすぐ間に合う‼️

286 綿、西村大臣の出たテレビをみて引用 とっても簡単、苦しくなくつけごこちぴったりです。

287 ふきん、蚊帳生地。既存のマスクから型をとって️️ ガーゼ7枚重ねてました。通気性重視です。三枚ありました。



288

100円均一のアイマスクを使用しました。
　アイマスクをつけた時、鼻にかかる方を縫い合わせる。
　ゴムバンドは中央で切り、耳に掛けやすい様に輪っか状に縫う。
　出来上がり♪

アイマスクは何処でも手に入り、値段もとても安い！
　小学生の孫に縫ってもらいました♪
　小さい子にぴったりサイズで適度な空間もあるので息もしやすい♪
　出来上がりは可愛いハート柄に♪
　キャッチフレーズは　『アイマスクで愛❤️マスク』
　よろしくお願いします

289
使用した材料・作り方
どりんぴんの日本手拭
大判ハンカチ

折りたたむだけで簡単に作れることがポイントです。裁縫が苦手な方に
もおすすめなマスクです。

290

靴下、紐
1.靴下を足首の方からつま先に向かって縦半分に切ります。
2.かかとを中心にして、足首の方とつま先を合わせ裏表で縫い合わ
せます。
3.紐を縫い付け、ストッパーをつけて完成！

伸縮性のある靴下を使う事により、ワンコの鼻のでっぱりもピッタリフィッ
ト！
通気性もあるので、息もしやすい！
つけやすいけどもすぐ取れないよう、ストッパーをつけ調整可能にしまし
た。
コロナがおさまった後はアイマスクとして再利用可能です。
注意すべき点は、未使用の靴下を使ってあげることです！

291

　◇材料: ガーゼハンカチ１枚、緑色Tシャツ、フェルト(白、黒、ピン
ク)、鼻のところにラッピング用の針金
　◇作り方
　　⑴ガーゼハンカチを２枚に切る。緑の布は顔の形になる様に切
る。
    ⑵口が開くけど、すぐ見えないようにガーゼを上手く重ねる。目や
口、頬が見えないようにガーゼを折る。
　　⑶緑の布を顔形に貼る。⑷両脇を縫う。
　　⑸目、頬、口をフェルトを切り貼る。
    ⑹耳に赤いゴムが通るように折りたたみ縫い、ゴムを通す。

《どりんぴんマスク》
⑴家にあるもので作る。費用０円
⑵白緑色マスクに見えて広げると、どりんぴんの顔が出現！
⑶マスクを外さずにミニドリンクが飲める(笑)
⑷手縫いで、ひと針ひと針、、、社長の笑顔、常務、、グループ、友達の
笑顔を想像しながらワクワク、ニヤニヤしながら久々に縫いました。全
国、世界の人が少しでも笑えるマスクをつくりたい！苦手な事も諦めな
い想いで完成出来て嬉しい。
⑸友達の『やってみたら！』『出来るよ』の励ましがあって完成しました。
ほんとに感謝のマスクです。

292

Seria・ペーパーダスター30枚入  (ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ) ・台拭き  20枚入 (無
地)
マスクの型を取りペーパーダスター2枚をカットします。ペーパーダス
ターが薄いので口元の部分だけ2枚重ねにするので、口元の部分の
型に台拭き1枚を半分に折り2枚にカットします。
カットした4枚をキレイに重ねてマスクのセンターになる部分をシー
ラーでなぞりくっ付けたら完成です。

台所用品なので洗って使え、切ってくっ付けるだけでなんです。
ペーパーダスター2枚と台拭き1枚でマスク1枚分です。200円で15枚のマ
スクが作れます。

293 ガーゼ・手縫い
5ヶ月の孫が呼吸しやすく立体感ある様にしました。
ポイントは、とっても可愛い💕💕仕上がり❣️
付けたらさらに可愛い〜♪〜♪〜♪〜所です

294
表…手ぬぐい(ポイント交換で会社から頂いた物)
裏側…ガーゼ使用
手縫い

呼吸しやすく立体感ある様にしました。
模様を繋が所が難しかったです…リバーシブルに作りました。
ポイント…とっても可愛い💕💕仕上がり❣️
付けたらさらに可愛い〜♪〜♪〜♪〜所です。

295 綿、ポリエステル

呼吸しやすく立体感ある様にしました。
リバーシブルに仕上げました。
コロナに負けないように　ひと針ヒト針に愛情込め手縫いしました❣️
　(120枚ぐらい手縫いしてメンバーさん病院など差し上げました。)

296 綿、ポリエステル

呼吸しやすく立体感ある様にしました。
リバーシブルに仕上げました。
ひと針ヒト針に愛情込め手縫いしました❣️
ピアノ🎹🎹のつなぎ合わせが難しかったです。
リバーシブルに仕上げました。
ポイント…表も裏も楽しそうな猫の様子が、とっても可愛い💕💕仕上がり❣
️
付けたらさらに可愛い〜♪〜♪〜♪〜所です。

297

298
布、ゴム
生地を一度洗い、アイロンをかけて、ミシンで縫う。
ゴムを入れる、

おしゃれな生地を選びました。



299
余り生地、ゴム、
ハンカチや手拭いを洗ってアイロンをかけて、縫う
ゴムを入れる

はだ触りの良い生地を選ぶ。
男性でも大丈夫な生地にした。

300 自分で作ったワンピースの残り布でおそろいのマスクをつくりました このマスクのポイント裏は肌触りのいいさらしを使ってます。

301
ガーゼ、ハンカチ、ゴム
使用者に合わせてサイズを調整して、縫わないでゴムでとめる。

縫わない‼
猫用サイズなど
お気に入りハンカチで、おしゃれすること。

302 レース生地 お気に入りのレースを白の生地に重ねて作りました。

303

黒い布、コーヒーフィルター、ハーブ、黒ゴム
フィルターが入るサイズに縫い合わせて、内側ポケットには、お好み
のハーブを入れても良いようにした。
ゴムの長さを調整する

内側にコーヒーフィルターを一枚にして使い捨てにして、汚れ防止、お好
みのハーブを楽しめる。
アロマオイルを使っても良い。

304 カフェカーテンのハギレ
カーテンのレース部分を表にして、中は肌触りがいいようにダブルガー
ゼを使用しました。
レースがとてもキレイで、おしゃれした服装にもマッチすると思います。

305
余り生地、ひも
ハンカチや手拭いを洗ってアイロンをかけて、縫う
ゴムを入れる

はだ触りの良い生地を選ぶ。
耳が痛くならない紐を使用して調整する。

306 ブラジャーのカップと肩紐をそのまま使用。 Dカップのふくらみで息苦しさを解消(^◇^;)

307 お祭りタオルで作りました。
かっこよさと粋な事
ゴムが柔らかい事です。

308 ハンカチ、さらし
ハンカチ１枚で、11枚のマスクが作れました。１枚は孫の分です。
余ったのは写真の部分だけです。

309

綿の布·子供用の使って無かったおしめガーゼ　ゴムは排水口ゴミ取
りネットのゴム
作り方・大人用と子供用の型紙を自分で取りそれに合わせてぬいま
した｡

仕上げにしっかりなるのと上下がわかるようにステッチを二重にしまし
た。このマスクのポイント ・上下が分かるようにかんかくをあけて分かり
やすくしました。



310 汕頭のハンカチーフ

汕頭のハンカチーフの柄を活かして、雰囲気を残しながら、マスクに仕
上げました。　内布には、布マスクを解体して使用しています。
プリーツマスクの良さに加え、立体マスクの良さも加えて制作いたしまし
た。
殺菌効果のあるシルクの内布をと思っていましたが、生地が手に入らな
かったところは、わたし的には残念なところです。

311

表布地　自宅に眠っていた布地
裏布　ガーゼと頂き物の日本手ぬぐい　
ゴムの部分　長年眠っていたマスク用のゴム
スパゲッティリサイクルヤーン
形状記憶ワイヤー（以前使った物の余り）

立体型、プリーツ型共に形状記憶ワイヤー入れて
使い捨てマスクの様に顔の形に合わせる事が出来る。
フィルターや使い捨てマスクを入れることが出来る。

312
白雪フェスで頂いたさらしのタオル、さらしの接着芯を裏表に貼って
４枚重ねにしました。

このマスクのポイント可愛らしい色なので上下にレースを挟んで、核酸
の瓶とLUセラムが並ぶように裁断しました。

313 和柄の生地　　立体の型紙をもらったので、その通りに作りました。
ふと、浴衣や着物にも似合うマスクがあってもいいのでは？と思い、和
柄模様のマスクを作ってみました。

314 不織布、ペーパーナプキン、キッチンペーパー、ゴム、両面テープ 自宅にあるもので、簡単に作れる

315 バック買った時に付いてきた袋の材料。 無地にレースの花をあしらいました。

316 BCAA祭りの時にもらった手拭い 柄合わせ

317 手拭い　＋　手作りマスク
眠る時は少し上にあげると安眠マスクにも変身
猫好きにはたまらんマスクです。みんなで考えて作りました。

318 おーいお茶についてきたリラックマのボトルカバーで作りました。

コンビニでお茶を買う度にたまりすぎて困っていたペットボトルカバーが
マスクに変身～。
厚みがあるのでウイルス対策に最適です
内側にはキッチンペーパーや紙ナプキンなどを入れられるよう工夫した
のでお化粧、口紅や塗り薬を使用した際にはまたペーパーを入れ代え
ればいいので便利です。テーマはエコなマスクです。

319 ハンカチ　ドリンピンバッチ　ゴム 洗濯する時にドリンピンバッチ外せます。

320 メガルーペと今の申請書で使えなくなったフォーデイズファイル。 4つ穴をあけただけで簡単に作れる組み合わせフェイスマスク。



321 布　フェルト　パール
気分が塞がるこの時期だから
春にちなんでお花マスクにしました。

322 カラフル毛糸を編みました 裏に晒を縫い肌触りよく快適に

323
布一つは既成のマスクにくくりつけるだけ、あとひとつは既成のマス
クにかぶせるだけ 子供と一緒におそうじするときに最高、とにかく簡単子供が作れる

324
フォーデイズのブルーの袋、生成の綿生地、さらしの接着芯、ブルー
の髪ゴム

ゴールドの文字が沢山入るように袋を２枚使いました。いつも元気でお
洒落でブルーが大好きな、80代のメンバーさんをイメージして作りまし
た。

325
フォーデイズのショッピングバッグ、キッチンペーパー、グレーの髪ゴ
ム

フォーデイズの文字が入るように裁断しました。
グレーの無地の部分を多くして、同色のゴムでシックに仕上げました。

326
フォーデイズのショッピングバッグ、キッチンペーパー、黒の髪ゴム、
黒のラメテープ

マスクを付けた時にプリーツの部分からフォーデイズの文字が出てくる
ようにデザインしました。上下に黒いラメを貼り黒いゴムでカッコいい感じ
に仕上げました。

327
夏用の洋服生地で表は柄物、裏側は肌触りの良い白物を使ってい
ます。
ミシン縫いです。

女性らしい色合いのますくにしました。
何人か採寸をして、型紙をつくりました。写真は大人用のものです。
他に幼児用、小中学生用もつくりました。

328

・表…ダブルガーゼ
・裏・脇布…シワ加工されたガーゼ生地、接着芯
・マスクチャーム…お花のワイヤーパーツ、スワロフスキービーズ、
ジルコニア、強力磁石(裏に使用)
④作り方(マスク)
・表生地をカット
・裏生地は上側を輪にしてカット
・裏生地全体に接着芯を貼る
・裏生地を半分に折り、輪の部分にステッチをかける
・中表にして下側を縫いステッチをかける
・表生地の上側を三つ折りにして縫い、中にノーズワイヤーを入れる
・表裏生地合わせてプリーツを折り、脇布を縫い付ける
・ゴムを通す
④作り方(マスクチャーム)
・お花のワイヤーパーツにスワロフスキービーズとジルコニアを付け
る
・強力磁石を裏に当て磁石の力でくっつける

・シンプルなデザインなので、男性でも女性でも使えます
・マスク自体はシンプルですが、ノーズワイヤー、フィルターポケット付き
です
・フィルターを半分外に出すと、女性はお化粧がマスクに付きにくくなりま
す
・取り外しが簡単に出来るマスクチャームを付けました
・裏に強力磁石を当ててくっつけているだけなので、簡単につける場所を
変えたり、取り外しが出来ます

329 シンデレラフェスでもらった生地、ゴム プチフェスでもらった生地を使用したこと

330 綿100％、フェスでもらった生地。ゴム
プリーツをつけたこと。
ノーズの部分を、ワイヤー入りにしたこと。

331

綿100％の生地。色はきなり。ゴム。
生地を型抜きする。
縫い合わせる。
鼻のマチ部分をつける。
ゴムを通して完成。

鼻の部分にマチをいれて、スッポリかぶるようにしたこと。



332

〜材料〜
綿生地・ゴムはポリエステル収縮生地
〜作り方〜
６人制のフレンドリーに参加させて頂き、初めての立体型だったので
皆で作り方を確認し合いつつ、ミシンで縫い合わせました。

中央の花柄とサイドのレース柄のデザインに注目を。ゴム部分は花柄に
合わせてパープル色をチョイスしました。

333

●手拭い、ガーゼ、換気扇用フィルタ、眼鏡用ストラップ、白い糸、黒
い糸
　●作り方 
表地を縦18cm横22cmにカットする。
裏地を縦18cm 横18cmにカットする。
裏地の両サイドを5mmに3つ折りしアイロンでクセをつけ、縫う。
裏地のプリーツをつくる。折り目を表、裏と交互にアイロンをかけな
がら折る、幅は4.5、1、2、1、2、1cm。
プリーツ部分のみ端から1cm位のところを縫う。
表地も同様プリーツをつくり、縫う。
表地と裏地を中表に置く。
左と右のスペースは2:3
生地の上下部分それぞれ端から1cm位の所を縫う。表に返して裏地
のみえないようにアイロンをかける。
表地の端を1cm幅に2回折りこみ片側は裏地を巻き込まないように
縫う。

フィルターポケット付き耳ゴム交換可能マスクのポイント 
フィルターポケットは片側から出し入れできます。耳にかけるゴムが入手
不可能のため眼鏡用ストラップを使用。元々ついていた金具で耳の輪の
大きさ調整可能で不本意には殆んど緩まず、耳に負担が少ないです。
マスクのポイントは
マスクとしての機能と眼鏡ストラップとしての機能が両方活かせます。
デザイン(柄)は梅、桜、新緑、花火、紅葉、富士山です。
外出自粛のなか、以前のように家族や大切な人と楽しく過ごせる日々に
１日も早く戻れるように願いを込めて日本の四季をマスクにしました。

334

〜材料〜
キッチンペーパー、ホチキス、両面テープ、ワイヤー部分はモール針
金、ゴム部分は白色ストッキング
〜作り方〜
メインはキッチンペーパーを折り、上部にワイヤーとなるモール針金
を入れる。ゴム部分となるストッキングを利用し、サイド部分はホチキ
スで留め両面テープで固定。

洗えるキッチンペーパーの使用と、子どもと大人が一緒になって作れま
すよ。

335
初期の頃のムーサの袋を使用。
手触りが良かったので取って置いた物。袋️の両端を切って、三つ
折りにしただけ。

ゴムとノーズライナーは使い捨てマスクのリサイクル。
全て縫わずにホッチキスで止めました️生地が柔らかいので、ホッチキ
スが気にならず👍👍

336

〜材料〜
ガーゼ生地、絹麻生地、市販のゴム
〜作り方〜
ミシンで縫い合わせました。

小人マスクは一面同じ生地を使い、大人マスクはメインに絹麻生地・両
サイドに小人と一緒の生地を使い、親子で仲良く。

337 フォーディーズムーサＬU．セラムmyの袋を使用。

薄紫色の綿生地にはセラムmyの袋を🌈🌈レインボーのミシン糸で縫い　
重ね合わせ裏にはガーゼ布を使用、耳ゴムにスワロスキーのイヤリング
をアクセントにしました。
つけた時にエレガントに見えます。

338 男性用ハンカチを使用。 地味なので、花🌼🌼を友禅染めしました。

339

材料　ジーンズパンツ　紐
1.ズボンからポッケの部分を丸ごと切り取る。
2.ポッケの表側を合わせ、先端の辺二箇所をまつり縫いにて縫う。
3.三枚目の写真のようにポッケの両端の部分を中央に合わせ、ポッ
ケの裏側の布と縫う。そして三枚目のように指が通るようにしておく。
4.三で指が通るように縫った所に、左下外から紐を通し、そのまま左
上外から出し、次に右上外から通し右下外へだす。

元々のポッケの形を利用する事により、切る手間と縫う回数を減らした。
紐も一本にしておく事で長さ調整できる。

340
甚平や浴衣用の綿と化繊混合と豆絞り。
プリーツマスクの作り方です。

和が好きなのですが和柄だと個性が出すぎる場合があるので、使用す
るところを選らばなくて良いような見た目シンプルな和風にしたく、甚平
や浴衣用の黒紺色で。
裏地を豆絞りにし少し和風な個性をだしました。



341 タオル地にプリントがしにくく手間がかかりました。
一目で解るようにフォーディズは、約1万円から始まり1万円の積み重ね
で収入がアップするビジネスだから基本の1万円をポイントにしました。

342
大好きなフォーデーズの袋と薄い布
手芸やさんで無料でくばられてる作り方を参照につくりました。

義理父が気に入ってくれてつけてくれています。
つけて歩いたらＣＭになる♪

343
セラムmyの袋
綿のプリント生地、さらしを使い内側は白です

耳の部分も袋を使用しましたが生地を斜めに使う事で伸びが出て紐の
代用になりました
洋服のお直し屋さんを営んでいて
生地を斜めに使うアイデアを考えたそうです。

344 布、ビーズ
このマスクのポイントゴージャスで光り物大好きなのでいっぱいつけてみ
た

345

表面　絹 紬( )
　裏とポケット　綿の晒し(さらし)
　ポケットの中に銀イオンシート
　マスクゴム
○作り方
❶型紙で表の生地を２枚、裏生地とポケット用の晒しを４枚とる。
(縫代は、丸いところ１センチ、上と下は5ミリ)
❷表地の２枚、裏地の２枚、ポケット地２枚、それぞれの丸いところを
中表で縫う
❸縫ったところを生地がつらないように１センチづつ切り込みを入れ
る。
❹縫ったところを、アイロンで縫い目を割り、ステッチをかける。
❺ポケットの上の部分を5ミリの三つ折りで縫う。
❻3枚の下の辺を縫う。(表地とポケットの中表を合わせる。その上に
裏地を中表に合わせる。この３枚を縫代5ミリで縫う。)
❼今度は上の辺を縫う。(表地と裏地だけ)
❽ひっくり返す。
❾形を整え、上下にステッチをかける。
➓横をゴムが通るくらいに１センチの三つ折りをし、マスクゴムを通し
て、出来上がり！

○お洒落な感じにしたくて、表は若草色の絹の紬(つむぎ)の反物から作
りました。
○柄は麻の葉模様　
　(麻の葉の模様は、昔から赤ちゃんの産着にもよく使われるように、厄
除けと言われています。今回のコロナの早期終息を願って使いました。)
○裏は肌触りの良い綿の晒(さらし)
○そして同じく綿の晒でポケットを作り、抗菌の銀イオンシートを入れまし
た。
○マスクゴムは、長時間マスクをしていても耳が痛くならない、ゴムの中
に空洞がある物を使いました。
○何度も何度もお洗濯が出来す。
　(手洗いです。優しくたっぷりの泡で押し洗いして下さい。すすいでタオ
ルで水気を取って、部屋干しすると、朝には乾いています。)
一日も早い終息を願って、ミシンと手縫いで縫いました！

346 豆絞り、パンティストッキング
コロナで地域のお祭りもことごとく中止になり、又お祭りで豆絞りを結ん
で盛り上がる日が来ることを願い、
このマスクを作りました。耳掛けはパンストを使いました。

347
材料はタオル地と木綿。作り方→四角の形に紐通し部分を作り、とも
布で紐を作りました。

工夫した点は、可愛い柄を選び、着けていると気持ちが明るくなることを
ポイントにしました。

348 ガーゼタオル、ハギレ、フェルト
とにかくどりんぴんとブラックどりんぴんを可愛らしく!
どりんぴんで免疫力アップ!
ブラックどりんぴんで、コロナをぶっ飛ばせ!



349 木綿生地、ゴム紐
模様が泳ぐ鯉なので、五月の鯉のぼり、真鯉（夫用)と緋鯉（妻用)に見立
てて縫ってみました。ペアで使用したら、年齢を問わずかっこいいのでは
…と思い応募させて頂きました。😅😅

350
子供服（ブラウスの袖)のリサイクル、紐はティ－シャツを細く切った
もの。

袖幅をそのまま横にして中に市販のマスクをカットして挟んで周りを縫っ
て出来上がり～お子様でも簡単に作れる用に工夫してみました。好きな
動物の顔をボタンと刺繍糸で作り、耳を付けて出来上がりです。耳も痛く
ならないように、子供の古いティーシャツを細く切って伸縮性と柔らかさ
に富んでいる紐をつけてみました。

351 家に有った手拭い、ハンカチ、さらし等

さらしを内側にしてリバーシブルにしました。顔にフィットする事を心がけ
立体に、呼吸が苦しくない様に心がけました。又、小さいサイズも作り、
親子とお孫さんとペアで使える様にしました。宜しくお願い致します。

352 主人のＹシャツ、フェルト

353 材料　晒し・作り方 手縫い

1目ずつ手縫いで、柔らかい仕上がりで有るこのマスクのポイントは、私
は、お箏を教えて居りまして、お爪を指に着ける時マスクを外す事無く出
来る事ですね‼
又、ジュース️をストローで飲む事、飴🍬🍬も食べる事が出来ます。

354
久留米かすりのハギレと白ゴムの代わりにTシャツ
立体マスク

表地はすべて、久留米かすりを使用。
久留米かすりの藍染めには、抗菌、抗アレルギー、発ガン抑制効果があ
ると言われており、綿素材であるので、洗濯時に毎回熱湯消毒して使用
しています。
これで、コロナにも安心(^^)

355

材料→
アルミホイル25cm幅18cm位でカット
クッキングペーパー２枚
油こし紙丸型直径18cm１枚
両面テープ４ヶ所使用
細いゴム20cm位２本
1、クッキングペーパー２枚と油こし紙１枚を重ねる。油こし紙側が、
内側に作ります。(肌触りがとても良いので)
2、アルミホイルを18cmでカットしたものを、どんどん細長く折って、
1cm幅にして、カットして5cmと20cmの長さを作ります。
3、重ねたクッキングペーパーの長い方の端に、アルミホイル5cmを
折り込んで両面テープで貼り付けます。
油こし紙とクッキングペーパーの中の間の中央に20cmアルミホイル
のバーを貼り付けておきます。
顎に当たる部分も1cm位２回程折り込んで両面テープで貼り付けま
す。
4、アルミホイルを端に入れ込んだ鼻に近い所からタック(ひだ？)を
三段つくり折ります。
5、両サイド1cm位２回折って、輪に結んでおいたゴムを入れた状態
で両面テープで貼り付けます🎵🎵

抗菌効果と、鼻のワイヤー代用と、口まわり快適さの為、
アルミホイルを使用しました。
鼻の当たる部分と、中央に横ライン上にアルミホイルを細長く畳んだ
バー状の物が挟み込んである。
ポイント→
アルミホイルはアルミニウムはくという、銀イオンで殺菌抗菌作用が期待
される。
鼻と口の中央部分にアルミホイルのバーが入る事で、鼻の密着感が良
く、真ん中にアルミホイルバーが有るので口への貼り付きが無くゆとりが
持てて快適なつけ心地が得られる。
クッキングペーパーが売り切れていた中、油こし紙は丸型ですが沢山有
り、使えないか作ったところ、むしろ肌触りが一番柔らかくて、子供も気に
入ております。
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毛糸、刺繍糸(表)
不織布(裏)
ノーズワイヤー
ゴム

■作り方
1.作りたいサイズのマスクの横幅に合わせて6の倍数で鎖編みで目
を作る(小さめでOK)
2.鱗の部分をうろこ編み、顔の部分を長編みで作る(5:5を目指す)
3.髪の毛は2本取りで鎖編みをし、折り返しながら好みの長さや形に
していく。
髪の毛の真中、上部を固定する。(好みでしなくても良い)
4.くちばし
土台5目鎖編み 
5目→3目→1目を土台を中心として2部
手 
腕部分は鎖5目、水かき部分は鎖3目×3
目
ストレートステッチで好みの形にする
5.裏面を作る
作りたいマスクの大きさに型をつくる
ゴム紐を通す部分として、横+2cmずつ
ノーズワイヤーを入れる部分として、上部+1cm
下部は折り返し
6.上部にノーズワイヤーを入れ、3つ折りでミシンをかける
7.ゴムを入れる部分を1cmで三つ折りし、表布にセット
横、下部、横でコの字型に縫う(上部は空ける)
8.ゴムを通し、表面を整えて完成

・コロナウイルス終息祈願を込めて、アマビエちゃんの立体マスクを作り
ました。
これでウイルスも逃げていくハズ！？笑
・鱗部分がレースのようで可愛いです。
・ボンドやノリを使いたくなかったため、目は刺繍にしました
・毛糸が肌に当たる面積を減らすため、裏布をつけました。
・フィルターポケットを作りました(キッチンペーパーを入れられます)
・ノーズワイヤーを入れることで、デザイン性だけでなくマスクとしての機
能も追加しました。
・妊婦の友人が、マスクを作る人のせいでガーゼがなくて困っているとの
ことだったので、裏布は不織布を使用しました。



357

・ムーサ巾着袋
・ティッシュペーパー2枚
・輪ゴム4個
・安全ピン2個または、ダブルクリップ2個
作り方 
・巾着袋を開き、ポケットが出来るように折り縮めます(三等分程)。
・一枚目のティッシュを折り袋の中へ入れます(大きさや柄など、お好
みで調整して下さい)。
・二枚目のティッシュは半分に折り、口元に当たるよう外側に垂らし
てポケットに差し込みます。
・安全ピンまたは、ダブルクリップに輪ゴムを二個ずつ装着します。
・左右の端に固定します。

・縫わない！切らない！お金かからない！
時間かからない！(ウルトラマンも作れちゃう！？)
・口元のティッシュを一枚交換すれば、何度も清潔に使用できます。
・中のティッシュに好きな絵や文字を書けば、無限に楽しめます。
・使用しなくなったら、また巾着袋として利用できます。
・とにかく簡単！お手軽！、家にある物でみんなが楽しく作れるように考
えました。
本当に簡単です。そしてオシャレです。
おうち時間も全力で！レッツ！フォーデイズ！

358

[使用材料]　
表布　リバティプリントタナローン
表布裏　不織布接着芯
内布　ダブルガーゼ　
マスク用ゴム
[作り方]　
 ⑴ 表布　２枚　　内布　２枚表布を中表にして、中心側(カーブの部
分)   を縫う。同じく内布も縫う。
 ⑵ 表布、内布の縫代に切込みを入、アイロンで縫代を割る。
表布の裏に、不織布接着芯　
をアイロンでつける。
⑶ 表布、内布を中表にして、　上の部分を縫う。下の部分は、表布
が大きくなる様にずらして縫う。
 ⑷ 筒状になったら裏返し、表から内布が見え無い様にアイロンす
る。
 ⑸ 両端のゴム通し部分を、アイロンで三つ折りに。
⑹ ゴム通し部分を縫う。 ⑺ ゴム　30センチ　　2本　ゴムを通す。

[工夫した点]　
暑くなってきたので、表になる生地を薄い生地にした。
内側の生地が表に出ない様に、表布と内布をずらして縫う。
裁断に時、厚紙で型紙を作り、
ロータリーカッターを使った。
[マスクのポイント]
・使用する人のサイズに作る
  （好みにより通常より大き目）
・柄物で、おしゃれに楽しく
　ガーゼ生地と他の素材で型崩れしない様に。

359

表布　ハンカチ
内布　シングルガーゼ
マスクゴムが手に入らなくて、ウーリースピンテープを　代用しまし
た。
[作り方]
⑴ 表布 ２枚　内布A　２枚、内布B  ２枚表布を中表にして、中心側
(カーブの部分)を縫う。 同じく内布ABも縫う。
⑵ 表布の縫代に切込みを入れアイロンで縫代を割る。内布Aの縫
代に切込みを入れ、アイロンで片側に倒して、縫代を縫う。
内布BはAと反対側に縫代を倒し同じ様にして、ゴム通し側を三つ折
りで縫う。
⑶ 表布、内布B内布Aを中表にして、上の上の部分を縫う。
下の部分は、表布が大きくなる様にずらして縫う。
⑷ 筒状になったら裏返し、表から内布が見え無い様にアイロンす
る。
⑸ 両端のゴム通し部分を、アイロンで三つ折りに。
⑹ ゴム通しからぐるっと一周縫う。上の部分は、後からノーズワイ
ヤーが入れられる様に、８ミリ幅で縫う。
⑺ ウーリースピンテープ　30センチ　2本を通す。

[マスクのポイント]　
・使う人のサイズに作る
[工夫した点]　
暑くなってきたので、表になる生地を薄い生地にしたかったが、ハンカチ
を使用。内側の生地が表に出ない様に、表布と内布をずらして縫う。裁
断に時、厚紙で型紙を作り、
ロータリーカッターを使った。
ウーリースピンテープ は伸びやすい部分に一緒に縫い込むことで、生
地が伸びてしまうことを防ぎます。 特に洗濯で伸びてしまうような肩の部
分などに使うと安心な為、マスクゴムが手に入らず、ウーリースピンテー
プを代用しました。・柄物で、おしゃれに楽しくガーゼ生地と他の素材で
型崩れしない様ノーズワイヤーが後から入れらてる様にフィルターを入
れ る様にポケットにした。

360 フェルト・手縫い

頭がゾウさんの神様、ガネーシャのデザインで作りました️基本的なマ
スクの型に鼻と牙を付けるだけでゾウさんのような形になったので、意外
とマスクの基本の形を壊さずに作ることができました。気分が明るくなる
ように、明るいオレンジの生地を使って、飾りや大きな目を付けて派手派
手にしました🍊🍊

361 エルメスのスカーフを巻いて後ろで固定 巻いただけ簡単！帽子で押さえる

362 夏の着物生地でカッコよく作ってみました！
のマスクのポイントとにかくかっこいいし男性用ゴムが柔らかく痛くない
ゴムを使いました

363 100円均一で購入したバックが材料 バックのデザインがマスクの中央部分にくるように工夫しました



364 100円均一で購入したバックが材料 バックのデザインがマスクの大きさに合わせるように工夫しました

365 100円均一で購入した布と布に貼れるシールが材料
文字をシールで貼ると左右が逆になる為、一度鏡像コピーをして布に貼
るシールで貼り付けた。

366
表生地は綿を使用。
裏地にはダブルガーゼを使用。

表生地と裏生地の間に薄手の綿を入れてより、ウィルスが入らないよう
にしている。
表生地と裏生地のがズレないように、周りをステッチしました！
サイドはゴムが通せるようになっている。
マスクの中のインナーマスクとしても使えます。

367 おーいお茶についてきたリラックマのボトルカバーで作りました。

コンビニでお茶を買う度にたまりすぎて困っていたペットボトルカバーが
マスクに変身～。
小池知事のマスクをモデルにボトルカバーを丸々一枚で作りましたので
小顔効果もあり桜の柄でお花見気分。
厚みがあるのでウイルス対策に最適です
ぜひ社長につけて頂きたいマスクです。
テーマは社長のどこでもお花見マスク～
(ドラえもんのように言って下さい笑っ)

368 100円均一で購入したバックが材料 バックの柄を真ん中にバランスよく入れるのに工夫をしました

369
私が子供の頃に、巾着袋などを作った余り布で、実家の母がマスク
を作っていました。
新聞に型紙が載っていたのでチャレンジしてみたそう…

型紙が二枚あってなー、真ん中縫うんやけどこれ、初めから一枚の型紙
でエエがなぁ？ 」と、母。
ちょうちょみたいで可愛いな、と思っていた母のマスクは縫い合わせを逆
にしたました！(笑)
「これ、ほんまは立体マスクになるんやに！」
と、松阪木綿で作られた完成品を見せて説明。(松阪木綿のマスクは松
阪振興会館で、私が購入した物)二人で大笑いしました♪
ユニークな母の遺伝子は、私にも受け継がれております(笑)

370 ハンカチとガーゼ　手縫い
裏のガーゼ　5枚重ね　
表面の遊び柄　　耳が痛くならないように、大きなゴム

371
白い方→呂の裏地
ピンクの方→ブラジルから輸入したインべェルト

呂→目の細かい絹の裏地
インベェルト→海外では、医療の現場で、免疫力を高める生地として使
われています
●布マスクの生地選びを工夫され、性能を、考えられました。よろしくお
願い致します。

372 ハンカチ   晒  ゴム
チューリップ柄を縦地にし、ハリを与える為薄い接着芯を貼りました。
コロナに負けないような明るいハリのマスクに仕上げました！

373
ハンカチと、フォーデイズの小物プレゼント🎁🎁袋使用しました。作り方 
ー直線縫いですから直ぐに出来ます。

工夫は、何も要りませんが、出来上がった後のアイロンは、出来ませ
ん。・ポイントは、核酸に出逢って4年目、"人生を、可愛く、美しく"が、大
好きな言葉を其の儘使いたかった事ですね‼️



374
〜材料〜オーガンジーの袋と綿生地
〜作り方〜ミシンで縫い合わせました。

アイロン掛けの時にセラムのロゴが消えないように当て布を。セラムの
ロゴと背景の柄がマッチしていると思われ、力作です。

375 材料  キッチンダスター、換気扇フィルター等
付けいるマスクを見た方が少しでも穏やかな気持ちに微笑んで頂けたら
とそのような気持ちて作りました。

376 ハンカチ、裏地、ゴム
1枚のハンカチを使って折りたたみながら作りました。耳に綿を入れ後付
けして、可愛いピカチュを目指しユニークな仕上がりです。

377 ハンカチ 柄の向きを考えて持っていたハンカチを利用して作りました。

378

️材料
白布(絹・ガーゼ)・ゴム・鼻部分ワイヤー・小袋・刺繍糸・サテン(桜の
花弁)・染色粉(アートフラワー用)
️作り方
型紙に添って、絹二枚・ガーゼ二枚をカットし、表面・裏目の二枚の
布を一枚にミシンして 中表にミシンし、ゴムを入れて、しつけをしてミ
シンをかける。その後、一度洗濯をして、ノリを落とした後、染色・刺
繍・裏のワイヤー付け・袋を付ける。

今年は、毎年行っていた 目黒川のお花見🌸🌸も自粛になってしまい、せ
めて マスクに「目黒川の桜 」をイメージさせて頂きました。
使い捨てマスクからの 鼻ワイヤーと 中側に布及びぺーパーを入れられ
る小袋を付け なるべく厚くした点を工夫しました。

379
家にあった余り木綿生地を利用しました。立体マスクの型紙を作り、
木綿生地4枚重ねてミシン縫いして、洗濯に耐えるように作りました。

マスクを付けても（年を経ても女性は女性😅😅…)何処から見ても魅力的に
見えるように、色、質感、ボリュームに工夫してみましたが…勿論TPOに
合わせて（スナップを付けてます)唇は一瞬で外せるように工夫しました。
時によりまして八重歯も出せます…如何でしょうか？

380

表生地:綿
裏生地:ダブルガーゼ
レースリボン、レースハンカチ
マスク用ゴム
1.表と裏を同じサイズでカット
2.中心部分をそれぞれに縫う。
3.表生地に2本のレースを縫い付ける。
4.中表に2枚を合わせてマスク下の部分にレースハンカチを挟む
5.ゴム通し部分を作り裏返す部分以外をのこし
縫い合わせる。
6.縫いのこしたところから裏返す。
7.表から押さえミシンをかけて仕上げる。

これから先夏に向けて胸元の開いた服に合わせて涼しげに
そしてマスクと一緒に胸元の日焼けどめを兼ねておしゃれに
と思って工夫してみました。胸元を華やかにマスク生活を
楽しみたいなと思って制作致しました。
胸元のレースがポイントです。
思ってた通りに仕上がり気に入ってます😊😊

381
家にあった余り木綿生地。生地4枚重ねて立体マスクをミシン縫いし
て、どりんぴんの顔をフェルトで可愛くアップリケしてみました。

瓶の首の取り付け角度に注意しました。（目にかからないように…。)勿
論不要な時は折り畳んで収納することが出来るようにしました。次回オ
－プンセミナ－参加の時このマスクを付けて、自分の気持ちも周りの方
の気持ちを少しでも明るくする事が出来れば、皆様の免疫機能も高まる
のではないかと…思いながら90才の姑様の介護する合間に作ってみま
した。ちなみに裏側は可愛い花柄生地でリバーシブルなので両面使える
ように作りました。

382
使用しなくなった帽子を解体し、マスクを嫌う孫がママ(娘)とお揃いな
らと喜んで付けてくれてます

裏地はガーゼ三枚重ねで抗ウィルスシートを入れる事ができます  トップ
はワイヤー入り



383

キッチンペーパー、ペーパーナプキン、輪ゴム、セロハンテープ、の
り、ビニタイ(ラッピングタイ)、ストッキング、ホチキス
パターン⑴   キッチンペーパーを横2枚分のペーパーを一枚広げそ
れを三つ折りにし大きさを合わせセロテープで貼る(輪ゴムであらか
じめクグって作った4〜5個の輪ゴム2両サイド耳かけの分)をはさみ
ホチキスでとめる。
パターン⑵   ペーパーナプキンを広げ中心に四つ折りにする。次に
キッチンペーパーの四辺全辺にのり付けして二枚を貼り合わせる。
ラッピングタイを上部中央にセロテープで貼りその部分を中に折り込
み、セロテープで貼り固定する。下の部分も一折りしセロテープで貼
る。表にして市販のマスクのようにひだを作る(3〜4個)   あらかじめ
作ったストッキング耳かけ様をサイドに挟みホチキスでとめる。(ホチ
キスは顔にあたる方から外側にとめる)

コロナがこんなに流行る前、マスク不足になる前にアップの浅村泉水さ
んのサロンにていち早く手作りマスクを作ろうとフレンドリーを開催した2
月に作ったものです😉😉手軽に応急処置で誰でも簡単に作れると思いま
す。

384 日本一を目指す会社にふさわしく

385 さらし、輪ゴム、フェルト（どりんぴんの部分）

このマスクの１番のポイントは、マスクのゴムが不足しておりましたので、
輪ゴムを使いエコなマスクに仕上げたところです。☺️どりんぴんもフェ
ルトで作りました！全体的にシンプルで可愛く、節約をしつつ作り上げま
した。

386 ガーゼ，フェルト，刺繍糸，ゴム

可愛いどりんぴんマスクです♡なるべく少ない材料で可愛く仕上げまし
た！
工夫した点は直に目の部分とキャップの部分を縫ってしまうと、目の部
分とキャップの部分がガーゼに埋もれてしまいますので、フェルトに刺繍
糸で立体感を出して更に可愛く見えるようにしたところです！！

387

白いダブルガーゼ
紫のダブルガーゼ
レース
★ 白いダブルガーゼ
白いコットン　透け感のある

綺麗なのが作りたい
濃いめの色がキツくならないようにデザインを変えて
プリーツタイプには、ノーズワイヤー(使い捨てマスクより取り出し、洗っ
て消毒したもの)を使い、顔に添うようにする
★透け感のあるクロスなので、薄すぎるので、白の綺麗なコットンをはさ
みより、色と模様が綺麗に見えるように
 共通の工夫点
肌には白いガーゼを使い、はだに優しく洗濯に耐えられるよう上下だけ
でなく、センターの縫い代もミシンで縫う
センターは、縫い代の重なりを少なくするため、片倒しにし、縫う

388 着物の生地・ミシン
古布を使いアンティーク風に和服にも洋服にも似合うように、またコマの
部分はTシャツを細く縫いました。

389

カバンの裏地生地、晒、リボン風ゴム、ミシン糸
使い捨てマスクをいっぱいに開き半分に降り、
型をとりました。ゴムを通す部分がいるため、耳側の部分1センチ長く
生地を切りました。
(生地はアイロンをかけてから型をとります)
外側内側2枚ずつです。
内側、外側をそれぞれ縫い目が見えないように中表で縫って行き、
縫いやすいようにアイロンをかけ、内側外側を重ねて縫いました。
最後はゴムを通す部分を縫い、ゴムを入れたら完成です！！

家にあるものでお手軽に作りたくて使わなくなったカバンの裏地生地を
使用しました。
内側(口にあたる部分)は口当たりがよくなるように柔らかめの晒を使用
しました。
上品に見せたいので、ゴムはリボン風の物を使用しました。
コロナで外出(自粛)があまりできないため家にあるもので作れないか
な？と思いこのような材料で仕上げました。

390 レース糸，ゴム

レース糸だけでも立体マスクに仕上げる為に，中心部分に芯を入れまし
た。レース糸で編んでいる為、見た目もつけ心地も爽やかになっており
ます。紫色のお花をアクセントに。初夏から夏に向けて使えるマスクで
す。

391 さらし，レース，ビーズ，ゴム
このマスクのコンセプトは、「少しのお出掛けに着けるおしゃれマスク」で
す。華やかなレースとキラキラビーズによって、エレガントに。レースの色
もシンプルにしたため、大人でエレガントなマスクにしました。

392
1枚目…さらし，for daysオーガンジーの袋，ゴム，糸
2枚目…さらし，for daysオーガンジーの袋，ゴム，ビーズ

大人色である紫色のオーガンジーの袋。これをマスクにアレンジしまし
た。1枚目は「美」をイメージし、2枚目は「桜」をイメージしました。何層に
も重ねたことでデザインに立体感を出し、どちらにもアクセサリーをつけ
たことでより華やかに仕上げました。
シンデレラのパーティーにいかがでしょうか。



393 赤ちゃんの産着

タンスの中に眠っていたガーゼの産着をリサイクルしました。☺️ちょう
ど袖のサイズが孫の顔のサイズにぴったりだったため、袖の部分を丁度
切り取り、孫がなみ縫いで塗ってくれました。孫のパッと思いついたアイ
デアで完成したリサイクルマスクです♡

394 お洋服の高級レースはしぎれ 苦しくなくフィットするように作った

395 お洋服の高級レースはしぎれ 苦しくなくフィットするように作った。中にマスク入れて押さえられる

396 お洋服の高級レースはしぎれ 苦しくなくフィットするように作った。中にマスク入れて押さえられる

397

【使用した材料】ダブルガーゼ、リネン、紐、ノーズワイヤー、フィル
ター
【作り方】
パソコンでドリンピンを描いて総柄デザインを作り、布に印刷して生
地が出来上がります。
裁断し、手順通りにミシンでダーっと縫います。

見ていて元気が出るように様々な表情のドリンピンを描いて印刷し、生
地から作りました。
落ち着いた生成色なので、大人にもぴったりです。
内側にはフィルターが入れられるポケットと、ノーズワイヤーの通し口が
あるのでしっかり実用性もあります。
肌に触れる面はダブルガーゼを使ったので、ふわふわの肌触りです。

398

表：絹
中材：　ナノフィルター（不職布以上に粒子の細かい繊維、ポリプロピ
レン）
裏：絹、ちりめん
１. それぞれのサイズにカットする。中材は表布に付ける。
２．表地と裏地を縫い合わせる。
３．マスク用の輪ゴムが手に入らないため、表布を使い細い紐を作
る。
４．顔に合わせ、紐を耳の後ろに来るように結ぶ。

小柄の小紋は、扱い方により、粋であり、おしゃれになります。
夏に向かいマスクがつらくなりますが、しなくてはならないのなら、小粋
で、贅沢感のあるマスク、今だから、作りたくなりました。

399
ひんやりする冷感タオル
好みのサイズに折り頭のうしろで結ぶ。
ほどけないようにゴムでむすぶと安心。

これからの季節はマスクが暑くなります。
クール素材のマスクでしたら少し涼しい感じに。
首元まで布をおろせば日焼け防止にも。耳も痛くなりません。

400 銀糸布、着物地、ガーゼ、帽子クリップ、髪クリップ等

❤️ゴム不足でもクリップで、TPOに合わせてマスクが選べる
❤️ハンカチ、クッキングペーパー等でもマスクができる　　　　　　　　　
❤️マスク部分が外せて熱湯、消毒液が使える
❤️鼻の部分にワイヤー入れた事で顔にフィットし、メガネが曇り難い
❤️夏バージョンは息がし易い

401 形見の着物、宮古上布と絹芭蕉布のパッチワークマスク
デリケートでほつれないように縫うのが大変でした。ソフトワイヤー入れ
るポケット付き

402 ガーゼハンカチ 手作りの薔薇のコサージュと同じ柄のハンカチで作りました。



403
材料　白雪姫手拭いとガーゼと不織布
作り方　　使い捨てマスクから型紙を取り、ミシンと裁ほう上手の糊を
使用しました

ォーデイズのネームとDNAのボトル絵柄入り
指先に障害あり、時間がかかりましたが、続ける&諦めない‼
レッツフォーデイズ✌

404

材料は、タオルハンカチ、フェルト、ビーズ、レース、手作りレース小
花、ゴムです。
作り方はハンカチを半分に裁断し、裁断面にレースを付けてほころ
ばないために縫い、土台は完成です。
次にフェルトで作成したドリンピンちゃんのアップリケを縫い付け、小
花にビーズを付けて縫い、ゴムを付けた縫い目を隠すため小花をま
た付けて、最後に顔にフィットする為に左右タックを付けて完成で
す。

工夫した点は先日家族用にたまたまタオルハンカチでマスクを作成した
時に厚さ、幅も顔にピッタリで、これは活用しやすいと思い作成しました。
やはり長時間顔につける物なのでガーゼ生地が入手困難な今、肌触り
を重視しました。
ポイントはドリンピンちゃんをメインに見せられるように気合い入れました
（笑）会員の叔母が十数年前に沢山手編みをした花があったのを思い出
し、外出時にも恥ずかしくないかっこいい癒やしのドリンピンちゃんが引
き立ったマスクを作成しました。
久しぶりにとてもワクワクしながら楽しい時間が過ごせました。企画に参
加させて頂き本当にありがとうございましたm(__)m

405
タンスのこやしになっていたポケットチーフとガーゼハンカチ。
ゴムはフォーデイズ20thのお土産に付いていた物をリサイクル。手
縫いしました。

白で寂しいので、桜🌸🌸の花を頂いたバックとおそろいで、友禅染して明る
くしました。

406 ミニタオルを利用して簡単に作れる

407
綿素材の布地、レース糸、パール
表地は綿レース生地で、裏はサラシです。表にレースを付けたり、花
のパーツを付けたりしました。

小物のパーツが品薄でお店にない為、レース編みで花のパーツを作り
ました。
可愛らしさと、エレガントさ、マスクもオシャレにできたらと思い、作ってみ
ました🌸🌸

408

フェイスタオルを自分の良いサイズにカットし、
縦、横に 両面テープを貼り  ゴム通しのゴムをカットして、くくり、両面
テープで、貼ってゴムを通し完成。
イラストのマスクも両面テープだけで作れる
油性ペンでお絵描き(*^。^*)

真ん中の間にフィルターをいれて、保湿できるように工夫したのと、洗っ
てもタオル生地、キッチンペーパーなので、再利用できる(♡´ ͈౩ ` ͈)
また、イラストは、油性ペンで描き、洗っても落ちない、みんなで、お家時
間を少しでも楽しむために、色んな絵柄を書いてお家でも家族と、子供
たちが、楽しめる時間が増えて、オリジナルが作れる☆
より、ストレスも、発散できて、みんなで楽しめるо(ж＞▽＜)ｙ ☆

409
カ―プタオル地(中国新聞からの粗品)
紅白のゴムの赤２本
裁ほう上手スティックノリ

カ―プ坊やが表になるようにしました
幼稚園児から作れたこと。いただきもので再利用しました。

410

️️百均(ダイソー)のナイトケア靴下
️️キッチンペーパー1枚
️️ハサミ
作り方
・ハサミで４箇所切る
・キッチンペーパーを畳んで入れる

・2分で作れる
・安あがりでとっても簡単
・糸や接着剤も不要
・綿100%で肌ざわりが良い
・耳も痛くなりにくい
・110円で2枚
・洗濯も可能で経済的

411 ダブルガーゼ・生地(マスク表)・レースなど

華やかさを出す為にレースを付け、チョッとおしゃれなゴムも使用してみ
ました。薔薇の花と、蝶々の配置も考えてて制作しました。緊急事態宣
言が出て家の中で過ごす事になり、色々なマスクを作る事で、毎日を乗
り気っています。
マスクの足りなくなっている友人や、その家族の為に多くのマスクを作
り、たくさんの方に喜んでもらっています。
こんな時に、自分も人の為になっているという事に感謝です。
応募作品は、ほんの一部ですが、こんな機会を与えてくださり、ありがと
うございます。



412
ダブルガーゼ、布(マスク表)、レース、
作り方は、ネットで親切に型紙を載せてくださった方のを、使用しまし
た。

この作品は、生まれてはじめて作ったマスクです。
作るなら、楽しく可愛く見える作品にしようと思いました。
ポイントは、やはりレースです。

413
材料・家にある大人のサイズの靴下、ハサミ
切るだけ！

糸と針を使わずに子供でも作れる️
靴下とハサミで作成したマスクです😷😷
伸縮性があって耳も痛くなくかかとが顎にフィットしてオススメです❤

414
生地、晒し、ゴム
使い捨てマスクと同じようなジャバラ？風マスクです。使い捨てマス
クに合わせて作りました。

使い捨てマスクに入っていた、
針金？を再利用して鼻の部分？に入れています。
間にガーゼを入れれるようにしてあります。

415 ダブルガーゼ、リボンチャーム
大好きなタータンチェック、グリーンなので少し怖い印象的になると思
い、柔らかい印象を出す為に、白のリボンチャームを付けました。それと
ヒラヒラのマスクゴムもチャームポイントです。

416
百円均一の日本タオルとフォーディズのコスメが入って来るピンクの
セラムｍｙの袋を使用しました。ゴム不足の為リボンも使用しました。

今、コロナで暗い日々が少しでも癒されるように花柄(桜)の日本タオルを
使用し、セラムｍｙの文字が出るようにしてみました。

417 ダブルガーゼ、生地(マスク表)

工夫した点は、男性の方は、どうもマスクの上下がわからなくなる様子な
ので、解るようにマスク下の部分に頭文字を入れてみました。
１つを選べなかったので、複数の画像でもうしわけありません。
このマスクも、友人の家族に差し上げるものです。

418 このマスクは、娘が幼稚園の頃のハンカチを使用しました。 ミッフィーのところを切り取り作ってみました。

419 ダブルガーゼ、生地(マスク表)、ワンポイントアップリケ
このマスクのポイント：甥っ子の、子供(3歳)に作るのに、喜んでもらえる
ように、マスクをしたい！と、思えるように、可愛いさです。
もう、手元にはありません。活躍している様です😊😊

420 子供が使用していたハンカチとガーゼハンカチを使用しました。
ドナルドの目と口を自分に合わす様に、そして手もマスクに入るよう位置
合わせをしました。ドナルドになった気分で楽しくなる様に作りました。

421 シーツ、レース、ストッキング
真っ白の清楚なマスクにしたくて作りました。顔が小さく見えるように幅も
少なき顔がキュンと見せるデザインにしました。



422

内側マスク専用布二枚、外側フォーデイズセミナー参加した時にも
らったタオル一枚。
作り方：1.形紙にあわせて、布をカットする
2.表布同士裏同士を縫い合わせる
3.表布と裏布を縫い合わせる
4.ゴム通し口を作る
5.ひもを通す

形状で見た目すっきりフェイスライン、顔にぴったり、口元空間、息ゆった
り、息くるしさを感じない。

423 子供の小さい頃の余り生地で作りました。 しっかりするように回りにステッチを入れました。

424
リネン　綿でお顔に優しい。
ほっぺはフェルト

ドリンピンになれるマスク♡

425

ムーサ　セラムイヴの袋　1枚　
ブロード紺色生地　　　　50×50㎝
ビーズ　　　　　　　　　4個
花レース飾り　　　　　　7枚
古い肌着で作った紐　　2㎝×15㎝  2本

オリジナルマスクでいつでも明るくhappyに過ごしたいと思い作りました。
Let 's   FORDAYS‼️

426

ムーサLUセラムポーチ1袋、キッチンペーパー1枚、ホチキス
作り方
・ポーチ袋のリボンをほどき、袋の3等分の位置に置く。
・リボン表端を結び、袋を上・下の順に3つ折りにする
・リボンの結び目がマスクの中に隠れるようスライドさせる。
・少しひだを寄せながら左右4箇所ホチキスで留める（ご自分用で無
い場合は安全のため糸で留めましょう）
・キッチンペーパーを収まる大きさに折り、片側を挟み込んで固定す
る。

繰り返し使う為、口に触れるペーパー部分を取り替えられるように折り方
など工夫しました(外側は使用後スプレーで殺菌すると良いと思います)
難しい技術は何も無いのですが、折り目の位置やリボンの結び目などに
気を使うときれいにできます。
このマスクのポイント／
テーマは究極のリサイクル。
フォーデイズ会員の家に必ずありそうなもので、誰にでも簡単にできるマ
スクを目指しました。
ポーチひとつが、ちょうどマスクひとつ分の材料にぴったりのサイズなの
に感動！そして出来上がってみると、レーシーな素材に華奢なリボンで
想像以上の仕上がりでした。
ボランティアで配ることもできると思います。

427

着なくなったＴシャツ、クリアファイル
曲がるワイヤー、チェーン
ネックレスの留め具、モール
①マスクを手縫いする
②クリアファイルをマスクより大きめに切る
③適当なところに穴をあけ、
マスクと重ねてマスク側に留め具をつける
④ワイヤーを自分の耳にあわせて、イヤーフックを作りチェーンをつ
ける
⑤ノーズ部分のモールはお好みでつける

フェイスガードは取り外し可能なように留め具を使いました。
洗濯や拭き取り消毒が可能です。
布地がロックっぽい感じだったのと、ゴムもないのでイヤーフックとチェー
ンで代用しました。
そもそも、手話をする際に口元が見えることが重要な為、透明なマスク
が必要と思い、作りました。

428

内側マスクの専用布二枚と外側フォーデイズセミナー参加した時に
もらったタオル一枚
1.型紙に合わせて、布をカットする
2.表布同士、裏布同士を縫い合わせる
3.表布と裏布を縫い合わせる
4.ゴム通し口を作る
5.ひもを通す

形状で見た目すっきりフェイスライン、顔にぴったりする、口元空間、息
ゆったり、息苦しくさを感じない。

429 友人に配ってしまったので、ほんの一部です。



番号 写真 材料・作り方 ポイント

430

外側 オーガンジー
中側 ブロード
内側 Wガーゼ
マスク用ゴム（耳が痛くならない） 【作り方】
それぞれを左右カットしてミシン加工、横にタックとゴムを挟み
ガーゼを重ねて、ステッチ仕上げ。

顔の表情が優しく見え、小顔に見えるようにしました。
サイズも大小あります。さりげなくロゴもワンポイントさせていた
だきました。

431 サテン生地とガーゼ
立体型に加工することで、息がしやすく、かつ華やかに気分が
上がる
マスクです。

432
フォーデイズカラー的な緑の布に、化粧品が入って届くセラムmy
が書かれた袋を使用しました👍👍
ミシンでダダダダと縫っております

文字が目立つように立体マスク型で作ってます😚😚
両面だと主張強いかと思い片面に…
セラムmyの袋がキラキラしてるので、少し大人の女性感出たら
いいなぁ～と思って作りました

433 どりんぴんを消しゴムハンコで、布に押して作ってみました。 前回は立体マスクでしたが今回はプリーツマスクです

434

・不織布（マスク表地、耳部分、両端をカバーする部分）
・シルク生地
・輪ゴム
・ワイヤー
・ミシン糸
・アロンアルファ 〈作り方〉
①ショッパーを分解する。
②生地を裁断する。
③表地、裏地を裏合わせ上部を縫い合わす。1cm縫い代を余ら
せておく。
④余らせた縫い代にワイヤーを通す部分を作りワイヤーを入れ
る。
⑤下部を縫い合わす。
⑥ひっくり返し表にする。
⑦表裏、両端各々の中央にタックをとり
仮止め。
⑧耳部分を作る。輪ゴムを切りひも状にする。
⑨不織布22cm2本、ゴムを入れ縫う。
⑩表地端の上下に耳部分をアロンアルファで仮止め。
⑪表地の端を不織布でカバーし縫う。
⑫両端の裏地と表地を合わせ縫う。 〈工夫した点〉
①品薄なガーゼ不織布ゴムの代用品として、誰の家にもある輪
ゴム（安い！）ショッパーを利用しました。
②顔に触れる部分はシルクを使用。（不織布は触れません）

お鼻部分にワイヤーを入れたのでマスクとお顔が密着。
また表地裏地の各々にタックを寄せることで不織布とシルクの
間に空間が生まれ、お顔に触れるシルクがふんわり心地よく癒
してくれお肌を保湿してくれます。

435
錦のしじら織り(DAISO)
これからの季節、暑がりメンズにも良いサラッとした肌触りの生
地にしました。

アップリケは夢　言葉漢字でありがとうの文字になっています。
アップリケはフェルトに自分で書いた文字を切り取りました。
全国の医療関係の皆さんへの感謝と日本の若者が夢に向かっ
て
動ける日常が戻りますようにと言う気持ちを込めて作りました。



436

退屈すぎてマスク作りに挑戦してみました
機能性より意外性とデザイン重視です
裁縫できないから工作になった

布団圧縮袋の口の部分でできている
グルーガンで接着

437

紙ナプキンと不織布を合わせて、上下を二回折って、両面テー
プで
止める
山折を3つ作って、サイドを二回折って、両面テープで止める
サイドにゴムを通して出来上がり。

カラフルにいろいろな、紙ナプキンで作ってみました！
使い捨てなので、少しでも安く作れるようにしました。
1人100円で10枚作りました

438
手ぬぐい1/2枚、好きな紐(ゴム売ってない)、針と糸のみ
手ぬぐい1/2枚を三つ折りにして両端2ヵ所縫うだけ

こんなに簡単なのに内側にはフィルター入れられる
ゴムは手に入らいないので、紐で代用。
でも耳痛くならないように顔の大きさに合わせて変えられる

439 仮面みたいにアフリカンプリントマスク
かわいいプリント
ロボットの顔みたいアフリカンイエロー
アフリカのパワーを

440
毛糸のパンツならぬ毛糸のマスク。
マスク生活楽しむ。

441

フォーデイズエコバック
シールで貼るマジックテープ
フォーデイズクリップ2本
ガーゼ
作り方
エコバックの取っ手をカット底をバックの前に合わせて切り開く
顔の幅に合わせてマジックテープをつける
エコバックのマチの部分に耳を掛ける位置、長さを長方形にカッ
ト
ガーゼの両端をフォーデイズクリップで挟む
マスクと日除け防止をかねるよう前、後を好みの長さにカット

顔のサイズに合わせてハサミでカットするだけ10分で出来る手
軽さ。
紫外線が強くなるこれからの季節、マスクと日除け防止を兼ね
ているところがポイントです。



442
余り布
ネットで取り入れた型紙通り

ひもは使用済みストッキング利用(耳が痛くありません)
余り布なので統一性のない、いろいろな柄になりました。

443
子供が小さい頃にスタイを手作りしてたから、余りのガーゼで
ゴムはお家にあったヘアーゴム、耳も痛くならない

手芸とミシンでかっこいいマスク
になりました。

444 ジーンズ

僕が一番気に入っていたジーンズなのですが、履けなくなってし
まい大切
に保管しておきました。今は僕のマスクとして大活躍していま
す。
耳のゴムの部分をジーンズの色に合わせるように、オシャレにし
てみました。



番号 写真 材料・作り方 ポイント

447
ガーゼ手拭い、手拭い(晒)、ピンクガーゼ、市販マスク(ワイ
ヤー、耳ゴム)使用
立体マスク

鼻や口の部分を気持ち高くし、口紅が付かない様にと思い口と
の空間を考えました。
リバーシブル使用可
カバー袋付
どりんぴん人形のパッチワークに苦心しました(針を待つのが苦
手な私)
色落ちしない緑色をと昔使用していたハンカチを使いました。

448 肌ざわりの良いガーゼのハンカチとガーゼ

フォーデイズのイメージカラーグリーンを基調としました。
まためっせいじの表紙に合わせて動物起用を考慮し猫とのコラ
ボ？は
どうかしら
ソフトタッチで長時間していても疲れないこと
フォーデイズとの信頼合わせてバイキン退治ばっちり
性別問わずどの年代にも適用していただけると思います。
さてどりんぴんは何体いるでしょうか？

449
材料はフォーデイズの袋と輪ゴム4本針金入りテープ
15cm～17cm2本と道具はホッチキスのみ
キッチンペーパー1枚適当に折り曲げ袋に入れ出来上がり

450

フォーデイズクリスマス会で頂いた手拭い
作り方
寸法に切った布でひだを作り両端ゴムを入れる為の当て布を
縫い付けるだけ

裏表どちらでも使えるようにした
どりんぴんが濃厚接触しないようにねって顔が見えたり(使うと
き)
かくれたり(外すとき)
コロナウィルスが1日も早く終息する事を願って思いは伝わるを
表に出しました。
手縫いなので1針1針にコロナ終息への想いを込めて
ミシンがないので手縫いです

451

市販のガーゼハンカチ 1枚
綿テープ 1.5cm巾 24cm
植木用のビニタイ 1本
両面テープ、セロハンテープ少々
不織布 1枚

針、糸等使用せずハンカチを折るだけで簡単に作れる
巾も長さも折り方で自由に調節出来る
不織布をたたみこむことでガーゼの目のあらから細菌侵入をふ
せぐ役目が出来る
ガーゼのハンカチをそのまま使うことで洗濯して再度利用する
ことが
出来ます
ビニタイを入れることで鼻のまわりに布が密着出来る
刺繍が出来ればどりんぴんのワンポイント

452
綿100%
表裏同寸法で裁断、中心はパカパカしなように中縫い

鼻の部分にワイヤー(取りはずしが出来ます)
密着するようにダーツを入れました
ゴムひもが不足しているので裏地を細く切ってループにしてひ
も(1点)
にしました
リバーシブルのなので楽しめるかと思います。

453

表地・・自宅にあった綿のハギレ、裏地
1、立体マスクの型紙にそって表地は一重、裏地は二重にして
切る
2、中心を縫い、縫い目をアイロンで割る
3、表地の上の部分に接着芯をアイロンではる
4、表地と裏地を上の部分と下の部分も縫い合わせる
5、ひも通しを縫う

無地とか小さな柄は柄合わせの必要がなく簡単なのですが、
大柄は柄あわせ次第で素敵になりました
最初は地味な色柄で作ってみたのですが、明るい色も付けて
みると
気持ちが明るくなる気がします。細いゴムひもが手に入らず幅
広のゴム
の中を半分に切るのが難しいです。
Pトレ以上の方にマスク代をくださるという和田社長の優しいお
心遣いがきっかけで布マスクをグループの方達に作ってあげよ
うと思いました。
和田社長のお気持ちのお裾分けです。と手紙を添えてグルー
プの方達に送っています。
届いた方からは凄い会社ねと感想を頂き喜んで頂いています。
1日に作れる数に限りがあり、材料にも限りがありますが、出来
るだけ
たくさん作って皆さまに送ってあげたいと思います。

454

表地・・自宅にあった綿のハギレ、裏地
1、立体マスクの型紙にそって表地は一重、裏地は二重にして
切る
2、中心を縫い、縫い目をアイロンで割る
3、表地の上の部分に接着芯をアイロンではる
4、表地と裏地を上の部分と下の部分も縫い合わせる
5、ひも通しを縫う

無地とか小さな柄は柄合わせの必要がなく簡単なのですが、
大柄は柄あわせ次第で素敵になりました
最初は地味な色柄で作ってみたのですが、明るい色も付けて
みると
気持ちが明るくなる気がします。細いゴムひもが手に入らず幅
広のゴム
の中を半分に切るのが難しいです。
Pトレ以上の方にマスク代をくださるという和田社長の優しいお
心遣いがきっかけで布マスクをグループの方達に作ってあげよ
うと思いました。
和田社長のお気持ちのお裾分けです。と手紙を添えてグルー
プの方達に送っています。
届いた方からは凄い会社ねと感想を頂き喜んで頂いています。
1日に作れる数に限りがあり、材料にも限りがありますが、出来
るだけ
たくさん作って皆さまに送ってあげたいと思います



455

表地・・自宅にあった綿のハギレ、裏地
1、立体マスクの型紙にそって表地は一重、裏地は二重にして
切る
2、中心を縫い、縫い目をアイロンで割る
3、表地の上の部分に接着芯をアイロンではる
4、表地と裏地を上の部分と下の部分も縫い合わせる
5、ひも通しを縫う

無地とか小さな柄は柄合わせの必要がなく簡単なのですが、
大柄は柄あわせ次第で素敵になりました
最初は地味な色柄で作ってみたのですが、明るい色も付けて
みると
気持ちが明るくなる気がします。細いゴムひもが手に入らず幅
広のゴム
の中を半分に切るのが難しいです。
Pトレ以上の方にマスク代をくださるという和田社長の優しいお
心遣いがきっかけで布マスクをグループの方達に作ってあげよ
うと思いました。
和田社長のお気持ちのお裾分けです。と手紙を添えてグルー
プの方達に送っています。
届いた方からは凄い会社ねと感想を頂き喜んで頂いています。
1日に作れる数に限りがあり、材料にも限りがありますが、出来
るだけ
たくさん作って皆さまに送ってあげたいと思います

456
化粧品が入ってくる袋(袋とひも)、サラシ、糸
※袋からひもを外し、アイロンをかけて2ヵ所を縫う
ひもを通して出来上がり。

耳のひもが不足しているので袋のひもを再利用しました。
内側のガーゼ(サラシ)を洗濯して使えると思います。

457
ブロード地
綿レース

コロナコロナで重苦しい雰囲気の中、明るい気持ち楽しくなるよ
うな
マスクをつけて気分を変えたいと思いつくりました。

458
白雪フェスタオル
筋肉祭りタオル

コロナ退治してまた楽しいフォーデイズイベント開催をしていた
だける
日が1日も早く実現できる事を期待してつくりました。

459

材料
ハンカチ
ゴムひも(ヘアゴムでも可)
糸と針※家の中にあったものだけで作りました。

①まずゴムヒモを輪にしたものを2本用意(ヘアーゴムでも可能)
ゴムは長めにした方が後で調節しやすい。
②ハンカチを裏側にして3折りします。
③裏返してふちを並ぬいします。
④ゴムを2本通して2つ折り
⑤2枚合わせてふちギリギリの所を返しぬい
⑥ぬえたらひっくり返す。ぬい目を中央に。
⑦真ん中だけぬい合わせる
⑧上部をくけぬい※はし2ヵ所2cmぐらいあけておくと後でゴム
替えがしやすい
⑨ゴムの長さを調整して出来上がり

内側にガーゼやフィルターを入れることができる
洗濯できるので何度でも使用できる
ゴムを付け替えることもできる
マスクが必要なくなれば後でハンカチに戻せる(再利用できる)

460

綿生地、刺繍糸、ゴムひも
①型紙を作る
②型紙に合わせて布地をカットする
③布地にチャコペーパーを使いどりんぴんちゃんを写し書き
④どりんぴんちゃんの刺繍をする
⑤刺繍が終わったら型通りに縫う
⑥両横にゴムひもを通す
ゴムひも(両方で30cm)、自分の顔に合わせて長さを切る
完成です。

明るい色の布地、音符付の柄
毎日をどりんぴんちゃんと一緒に楽しくワクワク過ごしたいとの
思いで
どりんぴんちゃんを使わせて頂きました。
毎日洗って使えます。

461 靴下
柄は可愛い方がいいですね。
とにかく簡単！マスクの間にティッシュやキッチンペーパーを入
れたら強力です

462
ミニタオル
毛糸

ミニタオルをおってぬう、そして毛糸に通すだけです。
小学4年の娘が作りました。
ミシンより手縫いの方がいいです。少しぶあついので！
ぶあついタオルなので鼻水も吸収してくれます。

463

Wガーゼ、コットン、ゴムフィルター(材料)

表布と裏布それぞれの中心を縫い、縫い代をひらいて、ステッ
チで押さえる。
裏布の片方のみフィルターを入れるようにするため、三つ折り
にして、ミシンをかける。
表布・裏布を中表にして、上下を縫い合わせ、表に返して、上下
端ミシンをかける。
両端を三つ折りにして縫う。
ゴムを通して結び目を中に隠す。
フィルターを入れる。

ストライプが中心でくずれないように気を付けました。
裏面はガーゼがなかったので粗い目のコットンを使用しました。
フィルターはエアコンフィルターもなかったのでレンジフードフィ
ルターを
使用しました。(布は縮むので作る前に水に浸しました)
Wガーゼの生地を探した時に、手芸店にこのストライプとドット
の生地しかありませんでした。マスクを作ってみたら偶然面白
いマスクになりました。ドットは目・シマシマの魚のように見えま
す。



464 ガーゼのハンカチ、花のアクセサリーとリボン

465 てぬぐい使用で使い捨てのマスクん耳掛けのひも利用

466 風呂敷、手拭い、古着物、ハンカチ

ゴム不足の替わりにストッキング、タイツを使用
(耳に当たると痛い等改善の為)
スタンダード型と立体型を作ってみました。
材料(糸も含む)は全て自宅にあったものを。
今回は手縫いしました。

467 風呂敷、手拭い、古着物、ハンカチ

ゴム不足の替わりにストッキング、タイツを使用
(耳に当たると痛い等改善の為)
スタンダード型と立体型を作ってみました。
材料(糸も含む)は全て自宅にあったものを。
今回は手縫いしました。

468 風呂敷、手拭い、古着物、ハンカチ

ゴム不足の替わりにストッキング、タイツを使用
(耳に当たると痛い等改善の為)
スタンダード型と立体型を作ってみました。
材料(糸も含む)は全て自宅にあったものを。
今回は手縫いしました。

469 風呂敷、手拭い、古着物、ハンカチ

ゴム不足の替わりにストッキング、タイツを使用
(耳に当たると痛い等改善の為)
スタンダード型と立体型を作ってみました。
材料(糸も含む)は全て自宅にあったものを。
今回は手縫いしました。

470 風呂敷、手拭い、古着物、ハンカチ

ゴム不足の替わりにストッキング、タイツを使用
(耳に当たると痛い等改善の為)
スタンダード型と立体型を作ってみました。
材料(糸も含む)は全て自宅にあったものを。
今回は手縫いしました。

471
フォーデイズのでぬぐいでどりんぴんちゃんの顔尾を前に出す
ように考え、化粧品入り
の巾着袋を合わせてみました。ひもも同じ布で作りました。

472

今ではマスクもおしゃれにつけたいギャザーをつけるのに苦労
しました
が、かわいいと思います。シャツ布とさらし布を合わせ、空気通
りもいい
と思います。

473 トランクス
還暦でいただいたんですがはかないうちに小さくなりタンスに
眠って
いたのでマスクに利用させていただきました

474 愛犬の洋服(スカジャン)
愛犬がなくなり、大事にこの洋服だけはとっておいたのですが
この機にマスクにしてみました。縫い方も雑ですいません

475

①和手ぬぐいでかわいい柄を見つけたので作ってみました。鶴
です。
②豆しぼりの手ぬぐいで作ってみました。タック入りなので便
利！
裏地はさらしです。



476

①おしゃれにレース生地を使って作ってみました。この生地は
押し入れ
にしまってあったものです
②ガーゼ手ぬぐいでタック入りマスクです。1枚の手ぬぐいから4
枚も作れます。

477
ガーゼ手ぬぐいで作ってみました。
かわいい絵が気に入っています。
ゴムが手に入らないので伸び縮みする生地を使いました。

478
迷彩柄で作ってみました。生地がのびちぢみするので使ってみ
たら
いい感じ

479

おじいさん、おばあさんマスク→大島紬(絹)、ダブルガーゼ(綿)
お父さん、男の子→ジーンズ(綿)、綿のワックル
お母さん、女の子→レース布(綿)、ダブルガーゼ(綿)

ゴムは手に入りにくいので代用品です。

世代によって好みは変わってくると思うのでそれぞれで楽しん
でもらえ
ればと思います

480

茶こし袋(14×15cm)、 キッチンペーパー(フェルトタイプ)、伸縮
性不織布水切り
フィルター(三角コーナー用)、ホッチキス、接着付リボンテープ
茶こし袋の中にキッチンペーパーを入れる。両端2タック打って
ホッチキスで止める。
不織布を伸びる横地に1.5cm巾で3本切り三つ編みにして耳ゴ
ム作りホッチキスで止める。ホッチキス裏面は危ないので接着
付リボンテープで両端に貼って出来上がり。

材料すべて100均の品で枚数作れて使い捨てでも惜しくない。
布地、ミシン、針、糸、ゴムを使用することなく子供とでも工作感
覚で
楽しく作れる。

481
Wガーゼ、ゴムヒモ、コスメの袋、刺繍糸、シーリング糸少々
一般の立体マスクの型紙、プリーツタイプの型紙

立体マスクの片方にどりんぴんの刺繍をしました。
刺繍ですが細くて大変でしたが出来上がったらどうにか見えて
きたので安心
マスクゴムがなくてもひもでも十分できました

482

表地：ニット(デニム色)
裏地：綿
丸ゴム：2本(30ｃｍ×2本)
作り方
型を厚紙に書いて表地左右対称に1枚ずつ(裏地も同様)
中表に合わせて中心を縫う。表地は表地同士、裏は裏地同士
両方ぬえたら中心を合わせて表地と裏地を中表にしてぬう。
マスクの両脇はあいているのでひっくり返す
ゴム通しの部分をぬい丸ゴムを通す

どりんぴんのロゴマークを入れ、コロナに負けるなのメッセージ
を添えて
この大変な時期を元気に乗り越えたい
フォーデイズ独自のアピールを目指しました。

483 フォーデイズ15周年の日本タオル どりんぴんの位置を工夫

484

485

工夫しましたのは鼻のカーブです。型紙に合わせて裁断してミ
シン縫いをして
アイロンをかけてから上部にワイヤーを入れて縫いますので工
夫しました
下部を縫い合わせてから両脇を縫い留めてヒモ入れて完了で
す

鼻に合わせてありますのでマスクを付けて楽です。
ヒモは各自に合うように結びます。
内側にガーゼを入れて使用しますとガーゼだけ毎日手洗い出
来ます。
内側にガーゼを入れて使用しますとガーゼだけ毎日手洗い出
来ます。
マスクも手洗いです。

486

日本タオル(博多どんたく祭)
模様が全て出る様にしました。大きくなりましたがゴムで調節
(お手を合わせてコロナの退散を願っています)
鈴の音と共にコロナが消えますように
日本タオル
年に一度健康チェック



487
表地：綿、裏：ガーゼ
水玉模様をウィルスと見立て色々なウィルスを見立てました

488 レインボーソフトコットン(3号鍵針編み) ふち編み、耳にかけるところ

489

母が使ってた思い出の3重ガーゼハンカチ
柄の上にうすいガーゼがついてたのでそれをとりマスクの中の
ポケットに使用
ハンカチの縁取りにレースをゴム横に使用しました。中の顔に
あたる所は
ベージュのダブルガーゼを使用

34ｃｍ角のハンカチで中をベージュ
ダブルガーゼを使うことで1枚のハンカチでマスクを2枚作れま
す。
中にポケットをつけることでフィルターを入れる事ができ布マス
ク
ですが機能性が良くなりガーゼを使用で肌ざわりよく通気性も
いいです。

マスクヒモは入手困難なため使い捨てマスクのゴムを洗って使
用。
マスク2枚分で手作りマスク1枚出来ました

490
3等分にして山の部分を中心に集める。裏を返して両端にゴム
(各30cm)を通す

亡き祖母から何時か役に立つからサラシとガーゼを反物で持っ
ている
様に言われ、今回残っていましたサラシでマスクを作ってみまし
た。

491
日本手ぬぐい、綿ハンカチ
型紙により、ハンカチ左右1枚ずつ日本手ぬぐい左右3枚ずつ
切る

ゴムが売ってないので紙マスクに付いているゴムを取り、使用
したもの
は洗ってから代用した(サンプルは新しいものです)
顔半分の口元のおしゃれの為、はなやかさと高級感を
(最近は口紅をつけることがありません)

492
日本手ぬぐい、綿ハンカチの絵(ポケット部分)
型紙により左右4枚ずつ切る

縫いしろは中に入り見えませんがしまつをすると洗濯をすると
きれいに仕上がります。
ポイント：マスクにポケット？つけてもいいんじゃない。

493
洋服生地(のびるもの)

型紙により左右1まいずつ切る

洗濯してもすぐ乾く
※キッチンペーパーなどをかませても良い

494

フェルト(洗える)

型紙により左右1枚ずつ切る
センターをブランケットステッチで左右をつなげる
どりんぴんなどのピンを差し込めるドンドをいれる

耳にかける穴の開け方

簡単に子供でも出来る
大・小・色々な色が簡単に出来る。

495

フォーデイズバック、日本手ぬぐい

型紙によりバック地左右しまいずつ日本手ぬぐい左右2枚ずつ
を切る

表布の柄合わせ

496 ハンカチを使用

497 ハンカチを使用

498 ハンカチを使用



499 ハンカチを使用

500 日本タオル、サラシ

501 日本タオル、サラシ

502 日本タオル、サラシ

503 日本タオル、サラシ

504 日本タオル、サラシ
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