新 年号

しげんまもる

１月・２月・３月の教室予定
教室申込先 TEL 0 8 5 7−5 9 −6 0 2 6

●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。

2022. January. vol.94

エコたわし（クマさん） リメイク缶作り
10:00〜12:00
定員６名

無料

（月・祝）
１月 10日

（スチール缶・ポット型）
10:00〜12:00
定員６名（100円）

ート
ア
ミ
コ
キメ 室を受講される皆さん

（水）
１月 26日

うさぎの雛飾り

（古布着物生地利用）
10:00〜12:00
（火）
２月 22

裂き織り
10:00〜11:30
13:30〜15:00

（木）
２月 17日

定員６名（100円）

定員３名（実費）
定員３名（実費）

ー
ァクトリ
フ
ル
ク
リサイ

ル教
リサイク

鍋つかみ（楕円型）
10:00〜12:00

（水）
３月 30日

定員５名

無料

木工（置物・ストレイシープ）
10:00〜12:00

（金）
３月 18日

定員５名（100円）

ストレイシープ

リファーレンいなば
年末年始休館日のお知らせ
令和３年12月29日(水)〜

令和４年 １ 月 ３ 日(月)

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

白兎神社

道の駅
神話の里
白うさぎ

マイバッグ作り

鳥取市街▶

10:00〜15:00

すえつね

定員５名

健康布ぞうり
10:00〜15:00
定員８名（100円）
（木）
１月 20日

（土）
２月 26日

（水）
２月 ９ 日
３月

伏野神社

無料

（レジカゴバッグ）
（金）
１月 14日

白兎海岸
白兎海水浴場

◀米子

※織り布持参。

（水）
３月 16日

８日
（火）

〈ご用意していただくもの〉
表布 110㎝ 100㎝ 1枚 裏布 96㎝ 86㎝ 1枚
持ち手用布 10㎝ 50㎝ 2枚
出来上がり寸法 98㎝ 88㎝ 裁縫道具持参。

〈ご用意していただくもの〉
土台用 4㎝幅1m 30本
鼻緒用 4㎝幅30㎝ 2本 7㎝幅56㎝ 2本
裁縫道具持参。

※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。

リファーレンいなば

公益財団法人

鳥取県東部環境管理公社

TEL 0857−59−1807 FAX 0857−59−1826 ■開館時間／午前10時〜午後４時
http://www.rifaren.or.jp

〒689−0201 鳥取県鳥取市伏野2220

■休館日／毎週月曜日

※月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日

■入館無料

リファーレンプレスは再生紙を使用しています。

新年のごあいさつ
あけましておめでとうございます。
旧年中は、コロナ禍で様々な制約がある中、多く
の皆様に「リファーレンいなば」にご来場いただき、
誠にありがとうございました。
2022年も皆様に喜んでいただけるよう、スタッフ
一同新たな気持ちで取り組んでまいりますので、皆
様のご支援・ご愛顧を賜りますようお願い申し上げ
ます。
スタッフ一同

環境クリーンセンターからのお願い

＊正しい分別をお願いします!!
動画配信サイト「YouTube 第３弾」

＊正しい家庭ごみの出し方
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（１月〜３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

環境クリーンセンターからのお願い

YouTube「リファーレンいなば公式チャンネル」動画第３弾を公開しています

正しい分別をお願いします!!

正しい家庭ごみの出し方

施設や作業従事者の安全を守るため、以下の点についてご協力をお願いします。

〜スプレー缶・カセットボンベ、使い捨てライター 編〜

次のものはごみステーションに絶対に出さないでください。
医療系廃棄物

ごみごみ博士が、
鳥取県東部地域（鳥取市、岩美町、
智頭町、若桜町、八頭町）の
正しい家庭ごみの出し方について
ご説明します。

注射器や注射針、
血液や体液の付着した点滴のチューブなど

酸素チューブ

点滴チューブ

流動食用チューブ

注射器や注射針

処方を受けた医療機関に処理を依頼してください。
危険物

農薬（家庭用）

発煙筒や消火器、バッテリーなど

白兎ぴょんたからのお知らせ
令和３年10月10日（日）に、第28回白兎GG男女ペア大会が

シンナーなど

農薬やシンナーあるいは中身の分からない液体の入ったもの

256名（128組）の参加で開催されました。優勝は、田口正

明様、松原逸子様（嬉楽久GGC）72打、準優勝は、宮田康男
様、宮田恵様（タックル郡家）74打、３位は、近藤好徳様、
近藤照子様（八東リンゴ）75打でした。

令和３年10月25日（月）に、第22回秋季白兎ＧＧ大会が

375名の参加で開催されました。優勝は、前田志摩夫様（網
発煙筒

消火器

バッテリー

購入先または専門業者に
処理を依頼してください。

農薬

シンナー

代同好会）50打、準優勝は、河戸満様（面影GGD）50打、

なお、中身を使い切ったものは水洗いし、ふたを外して、

３位は、武田敏則様（久松）52打でした。

ションに出してください。

が375名の参加で開催されました。優勝は、尾﨑綾子様（八

小型破砕ごみ又はプラスチックごみとしてごみステー

10月10日（日）

令和３年11月11日（木）に、第21回白兎ＧＧさざんか大会

東）46打、準優勝は、岡村幸人様（タックル郡家）50打、３

刃物やガラス、釣り針などの危険なごみを出すとき
中身の確認できる透明な袋に入れ、中身の品目
または「きけん」等の表記をお願いします。

第28回白兎GG男女ペア大会

位は、小林よし子様（八東リンゴ）51打でした。

釣り針の針先はカバーやテープ等で覆ってくだ
さい。

新しい年が明け、皆様元気にお過ごしでしょうか。昨年は、

コロナ禍で大変な1年でした。そのような中でも、多くの皆様

第22回秋季白兎ＧＧ大会

10月25日（月）

にご来場いただき、心より感謝申し上げます。ゴルフ場の芝は
今、冬ごもり中です。このため、ボールがいつもより元気に転
カバーやテープ等で
覆ってください

不燃物処理手数料

搬入物の重量10Kgにつき

中身の確認できる
透明な袋に入れてください

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。

鳥取県東部環境クリーンセンターへ TEL 0857−59−1802

ようお誘い合わせてお出かけください。

本年も職員一同、気持ちを新たにお待ちしております。

白兎グラウンド・ゴルフ場 大会開催日程予定表

３９０円

※環境クリーンセンターは、家庭から出た不燃ごみの処理施設です。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、木製の家具などの可燃ごみは、環境クリーンセンターでは処理できません。

お問い合わせ

がるようです。ぜひ天気の良い日は、お客様も元気になります

開 催 日

令和４年

大

会

名

3 月24日（木） 第18回 白兎ＧＧさくら大会

384名

※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。

鳥取市伏野2220

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。

第21回白兎ＧＧさざんか大会

募集人員

※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

営業時間

11月11日（木）

8:15〜17:00

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）

