
すえつね

伏野神社

道の駅
神話の里
白うさぎ白

兎
神
社

白兎海岸
白兎海水浴場

白
兎

養
護
学
校

松
の
聖
母
学
園

特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム

白
兎
あ
す
な
ろ

鳥取市街▶　

◀米子

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、
　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

2021. October. vol.93

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
＊正しい分別をお願いします!!
＊リファーレンいなば３階に
　新コーナーができました
＊エコフェスタin2021中止のお知らせ
　 リファーレンいなば
＊新型コロナウイルス対策
　 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

11月

12日（火）
26日（金）11月
 ９ 日（木）12月

10月

10:00～12:00　
定員６名（100円）

28日（木） 
斜め編み

 ９ 日（火）10月

10:00～12:00　
定員８名

〈ご用意していただくもの〉
内布 38㎝×74㎝×1本　裁縫道具持参。

20日（水）
30日（火）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。

木 工 10:00～12:00　
定員５名（100円）

18日（土）12月

10:00～12:00　
定員８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  ７ 日（木）
12月 14日（火）

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

PPバンドのかご作り

22日（金） チューリップの壁掛け10月
19日（金） パンダの壁掛け11月
10日（金） 干支の置物 寅12月 チューリップの壁掛け パンダの壁掛け

14日（日）11月

10:00～12:00　
定員８名

10:00～15:00
定員８名（100円）

キメコミアート

24日（金）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。

※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）

ガラスのアクセサリー作り

健康布ぞうり

※織り布持参。 

干支の置物 寅

令和３年12月29日(水)～
　令和４年１月３日(月)

リファーレンいなば
年末年始休館日のお知らせ

約50㎝

無料

※金具代金は別途必要。
※作品は後日引き取り。

※イメージ写真です。
　実物とは異なります。

無料

10:00～15:00　定員５名

マイバッグ作り
（パッチワークトート）
マイバッグ作り
（パッチワークトート）

無料

サンキャッチャ
ー

夏休み企画



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

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止になる場合があります。
※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

10月10日（日）

10月25日（月）

11月11日（木）

11月26日（金）

12月 9 日（木）

第28回 白兎GG男女ペア大会

第22回 秋季白兎ＧＧ大会

第21回 白兎ＧＧさざんか大会

第１回 白兎ＧＧ団体戦大会

令和３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
384名

384名

（192組）

（96組）

●必ずマスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。
●入館時に手指消毒をお願いします。
●連絡先のご記入と検温へのご協力をお願いします。
●人と人との十分な間隔をとってください。
●発熱や風邪の症状がある場合は、来場をお控えください。
人が集まる場所では、感染リスクが全くなくなることはありません。
感染予防対策の徹底をお願いします。ご理解、ご協力いただきますようお願いします。

マスクの着用 手指消毒 連絡先のご記入 検温人と人との
十分な間隔

新型コロナウイルス対策へのご協力をお願いします！
リファーレンいなばにおこしの皆様へ

白兎ぴょんたからのお知らせ

　令和３年６月22日（火）に、第27回白兎GG男女
ペア大会が120組（240名）の参加で開催されま
した。優勝は、西尾節男様、川下輝江様（岩倉
GGC）68打、準優勝は、小嶌淳二様、小嶌小夜
子様（タックル郡家）70打、３位は、岡部進様、
入江文代様（遊友倶楽部）71打でした。

　集中豪雨の梅雨も明けた途端、酷暑と新型コロ
ナウイルスの感染拡大と様々な試練が降りかかっ
ておりますが、白兎グラウンド・ゴルフ場でも連
日の酷暑のなか、お客様も感染予防と熱中症に気
を付けながらプレーを楽しんでおられます。この
インフォメーションが掲載される頃には、涼やか
な気持ちの良い風の吹く季節になることを願い、
整備の行き届いた芝グラウンドでストロークタッ
チを体験していただけるように職員一同来場をお
待ちしております。

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３年12月31日（金）～令和４年１月３日（月）

営業時間 8:15～17:00

リファーレンいなば３階に  新コーナー  ができました

SDGs紹介コーナー

第27回 白兎GG男女ペア大会　 6 月22日（火）

エコフェスタin2021
中止のお知らせ

　本年11月に開催予定のエコフェスタ
in2021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。

” ”

環境教育DVD視聴コーナー
　近年、不燃物ごみの処理ライン上で充電式電池を含む
家電製品からの発火事故が多発しています。その原因の
一つとして、これらの家電製品が多岐に及び、かつ製品
の小型化などにより、手選別作業による発見・回収が困
難になってきていることが挙げられます。
　つきましては、充電式電池を含む家電製品を不燃物と
してごみに出される際には、以下の点を守っていただき、
正しい分別にご協力くださるようお願いします。

○充電式電池は取り外せるものは取り外し、家電量販店などにある「小型充電式電
池リサイクルBOX」に出してください。家電製品本体は、小型破砕ごみとして
ごみステーションに出してください。
○充電式電池を取り外せない家電製品は、電池を使い切った上で「バッテリー内
蔵」と表記した透明な袋に入れて、小型破砕ごみとしてごみステーションに出し
てください。
○市役所や協力店舗などに設置している「小型家電回収ボックス」にも出すことが
できます。
　※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。

正しい分別をお願いします!!

ご協力をお願いします

充電式電池を含む家電製品

加熱式タバコ ワイヤレス
イヤホン

ポータブル
WiFiルーター

一般向け

小学生（高学年）向け

DVDをご覧になりたい方は、
スタッフまで

お気軽にお申し出ください。


