
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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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。

紙パックの正座イス

９月 ※1ℓ紙パック９枚持参。
　布・裁縫箱持参。

ハンドタオルポーチ

15日（水）

10:00～15:00　
定員10名

※ハンドタオル・ファスナー、
　裁縫箱持参。

10:00～15:00　定員10名

７月

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。

健康布ぞうり

※布4㎝幅1m×30本
　鼻緒用布50㎝×50㎝。
　裁縫箱持参。

グラスホルダー
10:00～12:00　
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

７月・８月・９月の教室予定

PICK UP

☆モロッコ風
　　キャンドルホルダー☆

リサイクル情報発信リサイクル情報発信紙［リファーレリファーレン・ン・プレス］2015ス］2015. J���J���. ���.���.6868リサイクル情報発信紙［リファーレン・プレス］2015. J���. ���.68

リサイクルまんが
しげんまもる

７月17日（金） 10：00～15：00 10名（実費）

PICK UP

16日（木） 
カフェトレー
29日（土） 
うさぎの置物
10日（木） 
鍵かけプレート

８月

９月

７月
17日（金）

10:00～15:00　定員10名（実費）
７月

ガラス工芸

モロッコ風キャンドルホルダー

※演出小物は付属しません。

ティーライトキャンドルの小さな灯りで過ごす夜…。
手づくりのモロッコ風キャンドルホルダーが、素敵な
夏を演出します。

無料

 9 日（水）

18日（火）８月

７月

10:00～15:00　
定員10名（100円）

22日（水）
８月 25日（火）
９月 15日（火）

11日（土）
20日（木）

７月
８月

25日（金）９月

木 工 10:00～12:00　
定員４名（100円）

裂き織り

※織り布持参。 

10:00～15:00
定員４名（実費）

※風呂敷持参。

10:00～12:00　定員10名
11日（火）

風呂敷の包み方教室

８月
無料

無料

 8 日（水）

30日（水）９月

７月

　 ミニ企画ミニ企画

＊おもしろ市＆手づくり市開催！おもしろ市＆手づくり市開催！
　 夏休み企画夏休み企画

＊お楽しみ施設見学、リサイクル工作お楽しみ施設見学、リサイクル工作
　 第２期綿花栽培プロジェクト報告第２期綿花栽培プロジェクト報告

＊青谷木綿復活の願いをこめて青谷木綿復活の願いをこめて
　 第23回リサイクルフェスティバル第23回リサイクルフェスティバル

＊報告＆スナップショット報告＆スナップショット
　 今日の手づくりごと今日の手づくりごと

＊季節の野菜の簡単ピクルス季節の野菜の簡単ピクルス
　 海の見えるグラウンド・ゴルフ場海の見えるグラウンド・ゴルフ場

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

＊リサイクルファクトリー・スケジュールリサイクルファクトリー・スケジュール

　 ミニ企画

＊おもしろ市＆手づくり市開催！
　 夏休み企画

＊お楽しみ施設見学、リサイクル工作
　 第２期綿花栽培プロジェクト報告

＊青谷木綿復活の願いをこめて
　 第23回リサイクルフェスティバル

＊報告＆スナップショット
　 今日の手づくりごと

＊季節の野菜の簡単ピクルス
　 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

　私は平成27年５月29日付で本公社理
事長に就任いたしました。「リファーレン
いなば」は、東部圏域１市４町の住民参
加型リサイクル活動啓発施設として設置
され、「ごみの少ないライフスタイル」を
キャッチフレーズに、東部圏域内のごみ
の発生抑制、再利用及びリサイクル等に
よる「ごみ減量化」の啓発に努めています。
　去る６月７日に開催された第23回リサイクルフェスティバルでは、私も
「ごみごみ博士」として「分別クイズ」に登場し、皆様と一緒にごみ問題
を学ぶことができました。また、当日は3,416人と多くの皆様にご来館い
ただいて盛会のうちに終えることができ、感謝申し上げるしだいです。
　今後も、圏域内のごみの減量化やリサイクル意識のさらなる高揚を目
指し、スタッフと一丸となって啓発等に取り組んでまいりますので、皆様
方のご理解とご協力をお願いいたします。
　平成27年６月

公益財団法人鳥取県東部環境管理公社 理事長　松 長 俊 和

就任ご挨拶

うさぎの置物

※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。

編集後記編集後記編集後記
最近「もずく」にハマっています。
夏は疲れやすい時ですが、お酢
パワーで疲労回復です！

10:00～15:00　定員10名10:00～15:00　定員10名10:00～15:00　定員10名
無料

９月５日（土）保守点検のため
臨時休館致します

臨時休館日のお知らせ



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

第２期綿花栽培プロジェクト第２期綿花栽培プロジェクト第２期綿花栽培プロジェクト

２年目の種まきを実施！
目標は木綿布の作成！

手づくりごと募集！

　昨年は綿花栽培プロジェクトの最初の年、手探りで栽培・収
穫・コマによる糸紡ぎを実施、何とかオリジナル作品を作ること
ができました。
　2年目の今年、5月10日(日)晴天に恵まれ2年目の種まきを実
施しました。今年は、昨年の3品種（和綿・白、洋綿・茶・緑）に
洋綿・白を加えて4品種の種をまきました。
　今年の目標である、糸車を使った糸紡ぎで木綿の布作りが、
スタートしました。

６月７日（日）、梅雨に入っていた鳥取ですが、
お天気に恵まれ3,416人の方々にご来場いただきました。
ご来場頂いた皆様、またご協力頂いた関係者の皆様に

心よりお礼申し上げます。

らっきょう酢はらっきょう漬けのらっきょうを食べ終わった残りの

酢でもＯＫ！ 野菜は、パプリカやミニトマトでも美味しくできます。

 7 月10日（金）

 8 月 2 日（日）

 9 月11日（金）

 9 月26日（土）

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

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）

　６月９日（火）第15回白兎グラウンド・ゴルフはまなす大会を
開催致しましたところ、多くの皆様に御参加頂きました。小雨模
様の中での開会式となりましたが、プレー開始のころには雨も
上がりベストコンディションの中で大会を無事終了する事が出
来、スタッフ一同も喜んでいるところです。栄えある優勝は横山
猛様（45打）準優勝は谷本いく代様（49打）３位は織田敏雄様
（51打）以上の結果となりました。出場選手の皆様ありがとう
ございました。

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

384名程度

400名程度

（192組）

白兎ぴょんたのつぶやき

[問合せ先] リファーレンいなば  TEL 0857－59－6026

市内在住 Kさん

らっきょう酢を使った季節の野菜の簡単ピクルス

※一晩おけば食べられるが、味がなじむのは３日目位。保存は冷蔵庫で。

※瓶の代わりに保存袋（ジプロック等）を使っても便利。

〒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

材 料

きゅうり

人参

セロリ

ズッキーニ

小玉ねぎ 等

らっきょう酢

募集期間　７月９日（木）～20日（月）
　　　　　　 （※７月１３日（月）は休館日）

募集人数　40名（先着順）
　　　　　小学３年生以上は、１人での参加もＯＫ
　　　　　大人のみの参加もＯＫ
参 加 費　無料
持 ち 物　弁当・水筒・運動靴　他

  ９：20　鳥取駅南口集合
10：00　鳥取県東部環境クリーンセンター見学（伏野）
　　　　 分別ゲーム　エコ工作
15：0０　鳥取駅南口解散

おもしろおもしろ市＆手づくり市手づくり市おもしろおもしろ市＆手づくり市手づくり市おもしろ市＆手づくり市
９月６日（日）10：00～15：00

リファーレンいなば ３Ｆフロア

申し込み先　TEL０８５７－５９－６０２６（月曜休館日をのぞく）

８月５日（水）10：00〜

●10人（申込み先着順）
　親子で参加（小学生以上）
●材料費　２００円

７月29日（水）、８月２日（日）
　　　　　　　　　10：00〜

●20人（申込み先着順）
　親子で参加（小学生以上） ※Ｔシャツ１～２枚持参

Ｔシャツマット

お楽しみ施設見学

８月６日（木） 9：00～15：00
鳥取駅からバスにのって、

施設見学とお楽しみ工作＆分別ゲーム♪

参加者募集!!

スケジュール

作り方

夏休みの宿題に!!夏休み企画

木のパズル

①野菜はそれぞれ食べやすい大きさに切る。

②塩少々を入れた熱湯でさっとゆでる。

③ざるに広げて冷ます。

④保存瓶に入れる。

⑤好みで、にんにく・ローリエ・
　赤唐辛子・粒こしょうを加える。

⑥らっきょう酢を野菜が浸るまで注ぐ。

  lxexeh.h.

2%rwEƒ.ƒ.

  lxexeh.h.

2%rwEƒ.ƒ.

第23回

スナップ
ショット

普段は出ないおもしろいものや、
ちょっと変わったもの、

ぬくもりあふれる手作り物など、
ちいさなちいさな市です。

待望の
第２弾
開催!!




