
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
リファーレンプレスは再生紙を使用しています。

リサイクル情報発信紙［リファーレン・プレス］2016. O������. ���.73

リサイクルまんが
しげんまもる

＊エコフェスタin2016開催のお知らせ
　 第３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
＊リユース市 報告＆スナップショット
　 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

※リサイクルファクトリーでは、教室予定以外でも事前に予約をしていただければ、リサイクル工作等
　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。

16日（金）12月

教室申込先 TEL0857－59－6026 ※詳細については、変更することもありますので電話でお問い合わせ下さい。

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

10月・11月・12月の教室予定

 ５ 日（水）

健康布ぞうり

10月

22日（火）11月

10:00～15:00　
定員10名（100円）

〈ご用意していただくもの〉
土台布 4㎝幅1m×30本　4㎝幅30㎝×4本
鼻緒布 4㎝幅30㎝×2本   7㎝幅50㎝×2本
裁縫道具持参。

※織り布持参。 

10月

11月

「リユース市」開催しました！「リユース市」開催しました！「リユース市」開催しました！

 ８ 日（土）
17日（木）11月
10日（土）12月

10月

10:00～15:00　定員10名10:00～15:00　定員10名

12月

10:00～15:00　
定員10名（100円）

 ２ 日（金） 

※作品にご使用したいものがございましたらご持参ください。

PPバンドのかご作り

10:00～12:00
定員10名

23日（日）
斜め編み
10:00～12:00
定員５名

10月

26日（土）
四角編み
10:00～15:00
定員５名

11月

たくさんの方にご来
場いただきました

平成28年12月29日(木)～
平成29年１月３日(火)まで

年末年始休館日のお知らせ

20日（木） 写真立て2Ｌ版
定員 4名（200円）

10月

15日（火） エンピツ立て クリスマス仕様
定員 10名（100円）
※作品にご使用したいものがございましたらご持参ください。

11月

22日（木） 干支の置物 鶏
定員 4名（100円）

12月

木 工 10：00～12：00

無料

無料
広告チラシで作る

卓上正月飾り　
クリスマス布リース

〈ご用意していただくもの〉
リース用布 8㎝幅18㎝×12枚　
リースにつけたい飾りやリボンをお持ちの方はご持参ください。
裁縫道具持参。

無料

余り布で作るマイバッグ
10:00～12:00　定員３名
13:00～15:00　定員３名

〈ご用意していただくもの〉
表布 30㎝幅70㎝×1枚、8㎝幅45㎝×2枚
裏布 30㎝幅70㎝×1枚、15㎝幅30㎝×１枚
裁縫道具持参。卓上ミシンをお持ちの方はご持参ください。

15日（土）

裂き織り

11日（金）

10:00～15:00　
定員３名（実費）

エンピツ立て
クリスマス仕様

干支の置物  鶏写真立て2Ｌ版

斜め編み



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３期綿花栽培プロジェクト第３期綿花栽培プロジェクト第３期綿花栽培プロジェクト

今夏は、高温続きで生育は順調！ 作品作りも向上中！
　今年は棉の成長期の7・8月に晴天に恵まれ、7月23日に和綿が、7月25日に洋綿の開花が確認され、
その後の開花も進み、緑のコットンボールも順調に生育しています（なんと、8月13日、昨年鉢植して越
冬した棉木が生育し、コットンボールが開絮しました）。この調子でいけば、9月下旬頃から収穫開始の
予定です。
　糸作り・作品作りも3年目に入り、糸の品質・作品の
バリエーションも向上中です。

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

10月13日（木）

11月10日（木）

12月 3 日（土）

第17回 秋季白兎ＧＧ大会

第16回 白兎ＧＧさざんか大会

平成28年 白兎ＧＧ感謝大会

開 催 日 大 会 名 募集人員

平成28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

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

白兎ぴょんたのつぶやき
　白兎グラウンド・ゴルフ場がオープンして以来、恒例の第
17回白兎Ｇ・Ｇ場オープン記念大会が8月1日（月）出場者数
438名で開催されました。
　猛暑の中、白熱したプレーが続出した結果、優勝はさざな
みの田中正夫様（48打）準優勝は湖南の垣本富美子様（50
打）3位は福部の角谷裕様（50打）に決まりました。選手の
皆様、有難うございました。
　今年は暑い日が続きますので、皆様も健康に留意し、白兎
グラウンド・ゴルフ場が皆様にとって良き憩いの場として
益々繁栄します様、ご協力をお願い申し上げます。

申し込み先　TEL０８５７－５９－６０２６（月曜休館日をのぞく） ※詳細は、ポスター・チラシをご覧ください。

10月12日（水）～10月23日（日）

30店舗（1人1区画）
500円（出店場所：屋内）先着順

リサイクルマーケット
出店者募集!!

募集店舗

出 店 料

募集期間

ＡＭ１０：００～ＰＭ３：００　雨天決行１１月６日（日）
エコフェスタエコフェスタinin20162016開催開催!!エコフェスタin2016開催!!

※受付先着順　東部圏域の方のみとさせて頂きます。
 （業者の方と小中高の学生はご遠慮ください）

（10月17日（月）休館日）

体感! 実感! エコの心

ニューバージョン作品

昨年鉢植えした
越冬棉のコットンボールが開絮した

綿花、開花

年末年始休場日 平成28年12月31日（土）～
平成29年１月３日（火）まで

営業時間 8:15～17:00

迫力のある獅子舞や美しい音色の大正琴は見ごたえ、
聞きごたえ抜群！お気に入りの家具も見つかっちゃう
かも!?　もちろん食べ物バザーや、リサイクルマーケ
ット、木工体験、リサイクル工作体験もあります！

リユース市を９月11日（日）開催致しました。
まだ使えるけど、もう必要ない物を必要な方にお譲りし、
４Ｒの１つ「リユース」について考えて頂けたと思います。

開催しました!リユーユース市リユース市

※写真は昨年度のものです

持続可能な社会を目指して
～今日から食べきり！～

講師／田中朝子氏

環境講演会麒麟獅子舞智頭農林高等学校郷土芸能部

迫力満点！ すてきな音色が響きます！大正琴  鳥取千鳥会講師山根澄子先生


