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Monきhれ〃e/ve - Augusf 20I6

This month vou’ll be cuttingthe various background spacers and assemble vourqu冊top. This qu冊is

Pieced together in sect丁ons (1-4). Each section is made up of mu「t「ple pieces that are in numerical order

forthe section, You have a diagram ofthe layout ofeach background spacer location to be used in your

assembly ofthe qullt blocks.

Several ofthe months had muItiple bIocks beingmade. A‖ but4ofthesma= bIockswi‖ be usedforthe

Piecing. The extras are foryour convenience in baiancingyour coIor layouts. They can be used in a label

for the backofyou「 qu冊.

Cし舟醜喝融轟閲荊捗請S:

From the Background fabric cut:

A Seven (7)

B Four (4〉

C　　　戸our (4)

D One湿り

巨　　　丁wo (之)

F One (1)

G One (1〉

H One (1)

l Three (3)

」　　Four (4)

K　　　丁wo (2)

し　　　㊨凋登姐)

M　　丁wo 〈2)

2-1/2’’x 4-1/2’’pieces,

2-1/2’’x 6-1/2’’pieces.

2-1/2’’x 12-1/2’’pieces,

すす/2陶×号十位押印ece.

3-1/2’’x 9-1/2’’pieces,

3-1/2’’x 12置1/2’’piece.

3-1/2’’x 6-1/2’’piece.

三〇宣ノダ汀雪-重任畑中ec骨

1-1/2’’x 6-1/2’’pieces.

1-1/2’’x 9-1/2’’pieces.

1-1/2’’x 12-1/2’’pieces.

㌻旦確"し凍み互確〃罫蝿韻

4-1/2’’x 6-1/2’’pieces.

lmer Side Border: 2-1/2’’by 52-1/2’’(make two〉

inner Top and Bottom Border: 2-1/2’’by与2-1/2’’(make two〉

Outer Side Border: 6-1/2’’by 56-1/2’’(make two)

Outer Top and Bottom Border: 6-1解伊× 64-1/2当maketwo)
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2016 LNQ BOM Quilt

Overali Size: 64.00 by 68.00 inches
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LNQ 2016 Mystery BOM

Ove「a= Size. 64.00 by 68.00 inches


