
リファーレンいなば
http://www.rifaren.or.jp

■開館時間／午前10時～午後４時　 ■休館日／毎週月曜日　 ■入館無料
　※月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日

公益財団法人 鳥取県東部環境管理公社 〒689－0201  鳥取県鳥取市伏野2220
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白兎グラウンド・ゴルフ場

リファーレンいなば

TEL 0857－59－1807 FAX 0857－59－1826

教室申込先 TEL0857－59－6026　※詳細については、電話でお問い合わせ下さい。

リファーレンプレスは再生紙を使用しています。

裂き織り
４月

22日（水）

10:00～15:00
定員10名（実費）

４月

※裁縫箱持参。
　卓上ミシンをお持ちの方は
　ご持参下さい。

※織り布持参。 

カフェエプロン

20日（水）

10:00～15:00　
定員10名

５月

健康布ぞうり
10:00～15:00　定員10名（100円）

リサイクルファクトリー・スケジュール
楽しみながら、リサイクル

４月・５月・６月の教室予定

10:00～15:00
定員４名（実費）

PICK UP

☆木工・ゆらゆらくじら☆
リサイクル情報発信紙［リファーレン・プレス］2015. A����. ���.67

リサイクルまんが
しげんまもる

４月14日（火）10：00～12：00
４名（材料費100円）

PICK UP

木 工 10:00～12:00　
定員４名（100円）

14日（火）
ゆらゆらクジラ
14日（木） 壁掛け（イルカ）

27日（土） ハトの置物

５月

６月

４月

ころころポーチ

※リサイクルファクトリーでは、教室予定以外でもリサイクル工作・紙すき・裂き織り・ガラス工芸等、
　月曜日（休館日）を除く毎日10:00～15:00まで体験することができます。お気軽にお電話ください。

※演出小物は付属しません。

夏に向けて、ゆらゆら揺れるロッキングタイプの
木の置物です。
ついつい揺らしてみたくなるかわいさです。

無料

編集後記
新入学・新生活、そして新しい出会
いの季節となりました。
年齢を重ねる度に大切に想う人が増
え、日々は飛ぶように過ぎ去ります
が、一日一日を愛おしみながら暮ら
していきたいと思います…

21日（火）

５月 23日（土）

６月 18日（木）

11日（土）
12日（火）

４月
５月

12日（金）６月
※布4㎝幅1m×30本
　鼻緒用布50㎝×50㎝。 裁縫箱持参。

10:00～12:00　定員20名
26日（日）

風呂敷の包み方教室

４月 無料 無料

余り布で作るマイバッグ

※布・裁縫箱持参。
　卓上ミシンをお持ちの
　方はご持参下さい。

15日（水）

13日（水）５月

24日（水）６月

４月
無料

10:00～15:00　定員10名

10:00～15:00　定員10名
20日（土）

PPバンドのかご作り（四角）

６月

※布・裁縫箱持参。
　卓上ミシンをお持ちの方は
　ご持参下さい。

　 綿花栽培プロジェクト

＊第二期参加者大募集！
　 体感！実感！エコの心

＊第23回リサイクルフェスティバル開催!!
　〈ミニ企画〉おもしろ市＆手づくり市

＊報告＆スナップショット
　 今日の手づくりごと

＊青梅で初夏の味を…

　 海の見えるグラウンド・ゴルフ場

＊白兎グラウンド・ゴルフ場 INFORMATION
　 楽しみながら、リサイクル

＊リサイクルファクトリー・スケジュール



I N F O R M A T I O N
海の見えるグラウンド・ゴルフ場・・・ 白兎グラウンド・ゴルフ場

復活・青谷木綿復活・青谷木綿復活・青谷木綿
～種まきから収穫・糸紡ぎ、　
　そして木綿の作品作りまで～

体感! 実感!体感! 実感!
エコの心エコの心
体感! 実感!
エコの心

綿花栽培プロジェクト綿花栽培プロジェクト綿花栽培プロジェクト

オンリーワンの作品がつぎつぎ誕生！

手づくりごと募集！

　９月より収穫作業を開始して以来、作品化に向けた作
業を続けて来ましたが、２月に入りそれぞれオンリーワ
ンの作品が続 と々誕生しています。
　５月20日に種まきをして約９ヶ月、除草・水撒き・台風
被害・収穫・糸紡ぎ・編み・織りと、楽しいことも苦しい
こともありましたが何とか乗り越えて、平成26年度綿花
プロジェクトも収束です。次年度に向けて準備開始です。

３月１日（日）、３Ｆフロアにてちいさなちいさな市を開催しました。初めての企画に

加え、当日はあいにくの雨模様…。しかしながら、スタッフの心配をよそに105名も

の方々がご来場くださり、大盛況のうちに幕を閉じました。今後は、定期的な開催も

目指しています！

梅は疲労回復や夏バテに効果があるそうですが、梅酒を作るのは大変そ

う…という方も、「梅シロップ」なら梅酒よりも手軽に作れ、サイダー割り

やフラッペなど、お子様からご年配の方まで美味しく頂けます！

 4 月13日（月）

 5 月15日（金）

 6 月 9 日（火）

 6 月22日（月）

 7 月10日（金）

 8 月 2 日（日）

 9 月11日（金）

 9 月26日（土）

10月15日（木）

11月10日（火）

12月 5 日（土）

 3 月24日（木）

平成27年

平成28年

第14回 白兎ＧＧ梨花大会

第15回 春季白兎ＧＧ大会

第15回 白兎ＧＧはまなす大会

第17回 白兎GG男女ペア大会　

第15回 夏季白兎ＧＧ大会

第16回 白兎GG場オープン記念大会

第18回 白兎ＧＧ男女ペア大会

第１5回 白兎GGコスモス大会

第16回 秋季白兎ＧＧ大会

第15回 白兎ＧＧさざんか大会

平成27年 白兎ＧＧ感謝大会

第12回 白兎ＧＧさくら大会

開 催 日 大 会 名 募集人員

平成27年度 白兎グラウンド・ゴルフ場
大会開催日程予定表

※開催日、募集人員等は変更することもありますので、ご確認下さい。
※詳細については白兎グラウンド・ゴルフ場にお問い合わせ下さい。
　TEL（0857）59－2220　FAX（0857）59－2229

夏期営業時間 平成27年6月1日（月）～8月10日（月）
8：15～18：00（通常 8：15～17：00）

　プレーするときには、「みんなで楽しもう」という気持ち
を忘れないでください。“ナイスショット”が出ればみんな
で喜びあい、“惜しいショット”であれば励ましあう。そんな
和気あいあいとした雰囲気を心がけていきたいですね。ど
んな状況でもボールを打ちつないでいけば、必ずトマリに
つながります。すぐあきらめてしまったり、勝つことにこだ
わって自分に有利な行為を働いてしまっては、すばらしい
プレーヤーとは言えません。また自分の打順ではないから
といって、スイングの練習をしたりおしゃべりをしたりして
他のプレーヤーに迷惑をかけないように気をつけましょう。

日常の中で楽しまれている「手づく
り」を教えて頂けませんか？
掲載された方には、エコフレンズさ
ん作成の傘布で作ったエコバッグ
をプレゼント！
＜応募要項＞
氏名（掲載時にはイニシャル表
記）・電話番号・手づくりの内容を
明記の上、メールかハガキにてご応
募下さい。

コース内、プレー中は禁煙になっています。喫煙コーナーをご利用下さい。
マナーを守りましょう!

400名程度

400名程度

400名程度
384名程度

400名程度

400名程度
384名程度

400名程度

400名程度

400名程度

400名程度

400名程度

（192組）

（192組）

「みんなで楽しむ」気持ちを忘れずに
白兎ぴょんたのつぶやき

[申込み先] リファーレンいなば  TEL 0857－59－6026

おもしろ市
＆

手づくり市

スナッ ップショ トスナッ ップショ ト

「青梅で初夏の味を楽しんでみませんか？」

市内在住 Oさん

梅シロップの作り方と梅シロップを使ったレシピ

青梅　500ｇ

砂糖　400ｇ〜500ｇ

　　 （梅の８割〜同量）

保存瓶

（熱湯で消毒しておく）

梅ジュース …… 梅シロップを４〜５倍に水や炭酸水で薄める

梅 ゼ リ ー …… 梅シロップを水で薄めてゼラチンで固める

青梅シロップ
①青梅は水洗いし水気をふいて竹串でヘタを取る

②瓶に砂糖と梅を交互に入れ、最上部には砂糖が

くるようにする。

③砂糖がとけ、シロップが出てきたら時々瓶をゆ

すって（カビが発生しないように）梅にシロップ

をからませるようにする。

④砂糖がとけ実がしぼんだら梅を取り出す。

～ 体感！実感！エコの心 ～

６月７日（日）
第23回リサイクルフェスティバル

７月29日（水）（10名・先着順）
夏休み企画・木工（１回目）
　木のパズル

６月

７月

８月２日（日）（10名・先着順）
夏休み企画・木工（２回目）
　木のパズル

８月５日（水）（20名・先着順）
夏休み企画・Ｔシャツマット

夏休み・お楽しみ施設見学

８月

９月６日（日）
おもしろ市＆手づくり市９月

大人の社会科見学
（ごみ分別施設見学）10月

11月８日（日）
エコフェスタin２０１５11月

リサリサイクルフェスティティバルバルリサリサイクルフェスティティバルバルリサイクルフェスティバル第23回

6月7日（日）10:00～15:00［雨天決行］平成27年
毎回人気の再生品展示販売、リサイクルマーケット、食べ物バザーや、スタンプラリー、

クイズ、体験工作等々催しものが盛りだくさんな毎年恒例のイベントです！

などなど…
リファーレンにしかないもの、あなただけの一点モノを探しに来てくださいね!

※詳細は、後日チラシ等でお知らせします。

思わぬ出会いが待っています!!思わぬ出会いが待っています!!思わぬ出会いが待っています!!

募集店舗 30店舗（１人１区画）　出店料 500円（先着順）※業者の方と小・中・高生は出店不可
※東部圏域の方のみ

受付期間 ５月13日（水）～20日（水）

申込み先  TEL0857－59－6026（月曜休館日をのぞく）

リサイクルマーケット出店者募集!!

年間行事予定

〒689-0201
鳥取市伏野2220番地　
リファーレンいなば
手づくりごと募集係 宛
Mail:rifaren@hal.ne.jp

募集人数  約３０名
募集期間  平 成27年４月１日（水）～22日（水）
体感期間  ４月下旬～１２月中旬

第二期
会員募集!!
参加費無料
（先着順）

新品はないけど、

古き良きものはここに
ある…

よく見るとオシャレ!?

レトロな����家
具たち

はらはらどきどき
ジャグリング！

一度は食べたい

じげの味

つくってみよう！無料の工作体験

あなたを魅了！美しきベリーダンス


