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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。

10月・11月・12月の教室予定

2020. October. vol.89

教室申込先 TEL0857－59－6026 ●各月１日より受付 10:00～16:00
　（休館日は除く、先着順）休館日／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日）

※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。

　 環境クリーンセンターからのお知らせ
＊小型破砕ごみの出し方について
　 夏季工作企画、出張教室、リサイクル教室
＊教室いろいろスナップショット
＊エコフェスタin2020中止のお知らせ
　 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
　 大会開催日程予定表（10月～12月）
　 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　

10月

 ６ 日（火）
20日（金）11月
19日（土）12月

10月

10:00～12:00
定員10名

16日（金）

10日（火） 11月

10:00～12:00
定員５名

※裁縫道具持参。

20日（火）
25日（水）11月

10月

〈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。

※イメージ写真です。
　実物とは異なります。

木 工 10:00～12:00　
定員５名（100円）

16日（水）12月

10:00～12:00　
定員５名（100円）

クリスマスオブジェ
（木の実を使って）

裂き織り

10月 10日（土）
12月  ９ 日（水）

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

マイバッグ作り
（肩掛けバッグ四角型）
マイバッグ作り
（コンビニ用レジ袋）

苔盆栽

10:00～15:00　定員５名（100円）

23日（金） ウサギの壁掛け10月
13日（金） ゾウの置物11月
11日（金） 干支の置物 丑12月 ウサギの壁掛け

ゾウの置物

28日（土）11月

10:00～15:00　
定員５名

10:00～15:00
定員10名（100円）

四つだたみ編み

PPバンドのかご作り

24日（木）12月

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。

ミニ門松作り（孟宗竹）

無料

新聞ちぎり絵
（秋）

無料

健康布ぞうり

折
り
た
た
め
ま
す
。

※織り布持参。 

令和２年12月28日(月)～
　令和３年１月４日(月)

リファーレンいなば
年末年始休館日のお知らせ

干支の置物 丑

夏季工作企画（アンティーク調大工道具箱スライド蓋付き）８月18日（火）

約50㎝

無料



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

※事業活動で生じたごみは持ち込みできません。
※布団、カーペット、木製の家具などは、環境クリーンセンターでは処理できません。

搬入物の重量10Kgにつき ３７０円不燃物処理手数料 

詳細については、鳥取県東部環境クリーンセンターへご相談ください。

白兎ぴょんたからのお知らせ

※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

　新型コロナウイルス感染症の影響で、大会が中止に
なっていましたが、令和２年9月4日（金）今年初めての
公社主催の大会・第２回白兎GG令和大会が382名の参
加で開催されました。優勝は、川口亮一様（さざなみ）
46打、準優勝は、仲村敏様（岩倉GG）49打、３位は、西
尾節男様（岩倉GG）50打に決まりました。ゲームの途中
で大雨になりましたが、ゲームが最後まで出来てほっと
胸をなで下ろしました。皆様お疲れ様でした。

　来場される皆様には、「3つの密」を避ける、人と人と
の感染防止距離を取る、マスクの着用、こまめな手洗い・
換気などの感染予防に、今まで以上に注意を払っていた
だきますようお願いします。なお、白兎GG場では来場の
皆様に検温のご協力をお願いしております。屋外では人
と十分な距離を確保できる場合やプレー中はマスクを外
して結構ですが、人の集まる屋内ではマスクの着用をお
願いします。
　今後とも、職員一同、皆様のご来場をお待ちしております。

10月14日（水）

11月12日（木）

12月 1 日（火）

第21回 秋季白兎ＧＧ大会

第20回 白兎ＧＧさざんか大会

令和２年白兎ＧＧ感謝大会

開 催 日 大 会 名 募集人員

白兎グラウンド・ゴルフ場 大会開催日程予定表

384名

384名

384名

白兎グラウンド・ゴルフ場 年末年始休場日のお知らせ
令和２年12月31日（木）～令和３年１月３日（日）

令和２年12月29日（火）～
　　　令和３年１月３日（日） 営業時間 8:15～17:00

リサイ
クル教

室

出張教室申し込み受付中!!

新聞ちぎり絵

健康布ぞうり

木工（キャスター付き台）

正しいごみの分別をお願いします!!

　小型破砕ごみは、袋に入れないで、
ごみステーション備え付けの分別容
器に入れてください。
　ただし、分別容器の網目より小さなごみは、中身が
確認できる小袋に入れて出してください。
　また、刃物や割れたガラス、白熱球などの危険なご
みは、中身が確認できる小袋に入れて「あぶない」と
か「きけん」と書いて出してください。作業中の事故
防止につながりますのでご協力をお願いいたします。

最近多い、分別されないで出されているごみの一例

　充電式電池を取り除き、取り除いた充電式
電池は、電器店などの店頭に設置している
「小型充電式電池リサイクルBOX」へ、
残った本体は小型破砕ごみへ出してください。
　ただし、電池を取り外せないものは、小型
家電回収ボックスに出してください。
「小型充電式電池リサイクルBOX」をリファーレン
いなば1階の階段横に設置しました!　ご利用ください。

小型破砕ごみの出し方について

市役所本庁舎、市役所駅南庁舎、
国府町総合支所、福部町総合支所、
河原町総合支所、用瀬町総合支所、
佐治町総合支所、気高町総合支所、
鹿野町総合支所、青谷町総合支所、
学習・交流センター鳥取、
イオン鳥取店、イオン鳥取北店、
イオン津ノ井店

　ごみステーション（家庭ごみ）
への持ち出しは禁止です。
　小型家電回収ボックスに出して
ください。

ごみステーションに出されていた小型破砕ごみ

ごみステーションに出されていた小型破砕ごみ

加熱式タバコ・モバイルバッテリー

小型家電回収ボックス設置場所

電気カミソリ、ゲーム機、ハンディー式掃除機 など

エコフェスタin2020
中止のお知らせ

本年11月に開催予定の
エコフェスタin2020は、
新型コロナウイルス
感染拡大防止のため
中止いたします。

楽しみにされていた皆様、
関係者の皆様には

ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解いただきますよう
よろしくお願いいたします。

裂き織り

マイバッグ

夏季工作企画アンティーク調大工道具箱スライド蓋付き

環境クリーンセンター
年末年始休場日のお知らせ

小型破砕ごみは
袋に入れないで!!

乾電池、バッテリーなどが
ついたままごみを出すのは

小型充電式電池
リサイクルBOX

※回収ボックスの投入口
 「たて20cm×よこ40cm」に入る
　小型家電が対象です。


