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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
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。

しげんまもる

※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。

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

10月・11月・12月の教室予定

2019.October. vol.85

令和元年12月29日(日)～
令和２年１月３日(金)

年末年始休館日のお知らせ

　 秋のお宝みっけ市
＊報告＆スナップショット
　 エコフェスタin2019
＊リサイクルマーケット出店者募集始まります
　 環境クリーンセンターからのお知らせ
＊不燃ごみの搬入について など
　 エコバスツアー、夏休み工作体験、エコ工作体験
＊夏休みいろいろスナップショット
　 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

27日（水）11月

26日（土）
 ６ 日（水）11月
21日（土）12月

10月

11日（金） ペガサス
13日（金） 干支の置物 ねずみ12月

10月

10:00～11:30　
定員３名（実費）
13:30～15:00　
定員３名（実費）

10:00～12:00　
定員５名

裂き織り

10月

10:00～12:00
定員５名

PPバンドのかご作り

エコたわし

〈ご用意していただくもの〉
本体2色（ツートン）：36㎝幅×70㎝×2枚
ベルト分：4㎝幅×130㎝×1枚、4㎝×16㎝×1枚
裁縫道具持参。
出来上り寸法　縦33㎝ 横34㎝

木 工 10：00～12：00
定員５名（100円）

16日（水）
21日（木）11月
 ６ 日（金）12月

10月

健康布ぞうり

〈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。

10:00～15:00　
定員10名（100円）

10月 19日（土）
四角形

11月 30日（土）
クマさん

※織り布持参。 

12月
10:00～12:00　定員５名

26日（木）12月

鍋つかみ（玉子型）
10:00～12:00　
定員５名（200円）

※イメージ写真です。
　実物とは異なります。

エコバスツアー  ８月２日（金）

秋のお宝みっけ市を令和元年９月１日（日）に開催致しました。
たくさんの皆様にご来場いただきありがとうございました。

宝お みっけ市秋の

スナップショット

ミニ門松作り
（孟宗竹）

四角形

クマさん

無料マイバッグ作り
（肩掛けバッグ四角形）
10:00～15:00　
定員５名

無料 ９ 日（水）
ナナメ編み

無料

干支の置物 ねずみペガサス

約50㎝

15日（日）

※裁縫道具持参。

無料



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がありますので、ご確認ください。
※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ください。
　TEL（0857）59－2220　FAX（0857）59－2229

白兎ぴょんたのつぶやき

10月10日（木）

11月 9 日（土）

12月 2 日（月）

第20回 秋季白兎ＧＧ大会

第19回 白兎ＧＧさざんか大会

令和元年 白兎ＧＧ感謝大会

開 催 日 大 会 名 募集人員

400名程度

400名程度

400名程度

年末年始休場日のご案内 令和元年12月31日（火）～令和2年１月３日（金）営業時間 8:15～17:00

　令和元年６月４日（火）に、第19回白兎GGはまなす大
会が428名の参加で開催されました。優勝は、井上幸誠様
（河原鶯）46打、準優勝は、山根俊博様（浜城）48打、３
位は、西原徹誠様（岩倉）49打でした。
　令和元年６月22日（土）に、第25回白兎GG男女ペア大
会が166組（332名）の参加で開催されました。優勝は、
大崎正春様、中村深雪様（ガンバM）67打で昨年９月のペ
ア大会に続き、連覇されました。準優勝は、平尾市太郎様、
木山義江様（青谷塩脇）68打、３位は、山名央美様、山名
利子様（浜城）70打でした。
　令和元年７月13日（土）に、第19回夏季白兎GG大会が
405名の参加で開催されました。優勝は、佐藤良光様（青
谷町協会）46打、準優勝は、川口亮一様（さざなみ）46打、
３位は、船本邦男様（深沢クラブ）47打でした。

　白兎グラウンド・ゴルフ場で開催される大会には、多く
の皆様にご参加いただき、厚く御礼申し上げます。
　今後とも、よろしくお願いいたします。　　  　職員一同

毎年夏に行われている「エコバスツアー」を８月２日（金）に実施しました。
その他、リファーレンいなばでの夏休み工作体験や、親子会や子供会のエコ工作体験など様々なことをしました。

夏休みいろいろコーナーエコフェスタ
開催！

エコフェスタ
開催！

11月17日（日）１０：00～15：00
雨天の場合は屋内にて開催

申し込み先　TEL０８５７－５９－６０２６（月曜・休館日をのぞく）
※記載のイベント内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。　※詳細は、ポスター・チラシをご覧ください。

in
2019

10月22日（火）～31日（木）

30店舗（1人1区画）
500円（出店場所：屋内）

募集店舗
出 店 料

募集期間

※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28日（月）休館日）

リサイクルマーケット
出店者募集!!

「地球温暖化と
　私たちのくらし」

環境講演会

みんなきてね♪

第19回 白兎GGはまなす大会
６月４日（火）

第25回白兎GG男女ペア大会
６月22日（土）

第19回夏季白兎GG大会
７月13日（土）

鳥取県東部環境クリーンセンター場内と
いなばエコ・リサイクルセンターを見学

夏休み工作体験エコバスツアー エコ工作体験

スナップショット

大正琴
（鳥取千鳥会

）

TEL 0857－59－1802  鳥取市伏野2220お問い合わせ　鳥取県東部環境クリーンセンターへ
平日：月曜日～金曜日（8：30～12：00 13：00～16：00）　土曜日：第２・第４（8：30～11：30） それ以外の土曜日、日曜・祝祭日は休業いたします。

環境クリーンセンターからのお知らせ

詳しくは、鳥取市公式ウェブサイト http://www.city.tottori.lg.jpをご覧ください。
くらしと環境→ごみ・環境・衛生→ごみ・リサイクル→事業所ごみ

受け入れは、家庭ごみ（一般廃棄物）のみです。
事業系ごみ（産業廃棄物）は受入れできません。

　６月27日（木）、環境クリーンセンター（不燃物処理場）で小型
破砕ごみの手選別作業中に糖尿病治療用注射針が作業員の指に
刺さる事故が発生しました。針刺し事故は感染症を招く恐れがあり、
生命をも脅かすものです。
　本来、注射針や血液等が付着した器具類は医療機関で適正に処
理されるものです。
　ごみの収集には絶対に出さないでください。
　ステーションの当番、収集業者、選別リサイクルされる皆様の安
全を確保するためにも、皆様のご協力をお願いします。 環境クリーンセンターで発見された在宅医療器具

不燃ごみの
搬入について 〉〉〉

針刺し事故が発生しました

講師／中平徹也氏
エコ博士

環境カウンセラー・３R推進マイスター
環境教育・環境学習インストラクター

ウクレレ演
奏＆

歌のハーモ
ニー

（ハッピーウ
クレレハーモ

ニー）


