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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。

※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。

７月・８月・９月の教室予定

2022. July. vol.96

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合せください。

10:00～12:00
定員５名（100円）

10:00～12:00　
定員８名（100円）

16日（金）９月

10:00～12:00
定員８名

新聞ちぎり絵

ガラスのアクセサリー

14日（水）９月

10:00～12:00
定員８名

キメコミアート
（富士山）

巾着袋（お弁当用）

10:00～12:00
定員５名（100円）木 工

 ９ 日（火）８月

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

裂き織り

※織り布持参。 

 ６ 日（水）７月
23日（火）８月
 ９ 日（金）９月

10:00～15:00　定員８名（100円）
健康布ぞうり

21日（木）７月
17日（水）８月
28日（水）９月

10:00～15:00
定員５名（200円）

マイバッグ作り
（パッチワークトート）

〈ご用意していただくもの〉
内布 38㎝×74㎝×1枚
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。

〈ご用意していただくもの〉
表布・内布 各1枚 56㎝×31㎝×2枚
裁縫道具持参。

SDGs
紹介コーナ

ー
７月

29日（金） ダックスフンド・置物７月
26日（金） ネコとウサギと少女・置物８月
30日（金） オーナメント5種９月

９月３日（土）保守点検のため
臨時休館致します。

臨時休館日のお知らせ

ダックスフンド・置物

ネコとウサギと少女・置物

オーナメント5種

13日（水） ７月 16日（土）

無料

無料

PPバンドのかご作りを受講される皆さん 

　夏休み企画
＊リサイクル工作
　環境クリーンセンターからのお願い
＊ごみの持ち込みについてよくある問合せQ&A
　動画配信サイト「YouTube 第５弾」
＊ごみステーションに出してはいけないごみ
　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（７月～9月）
＊SDGsをごみごみ博士と一緒に学ぼう!!
　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

リファーレンいなば３階に
「SDGs紹介コーナー」を

設置しています

これから、ごみごみ博士と
「SDGs」について一緒に学んでいこう!!

SDGsとは、Sustainable 
Development Goals
（持続可能な開発目標）
の略称で、2015年の国連サミットで採択
された「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」に記載された、2030年まで
に持続可能でよりよい世界を目指す国際
目標です。17のゴール・169のターゲット
から構成され、地球上の「誰一人取り残
さない」ことを誓っています。

リファーレンいなばは
“とっとりSDGsパートナー”です

SDGsに関連する本、チラシやパンフ
レットの紹介、ポスターの掲示、DVD
を上映しています。

SDGsを
ごみごみ博士と
一緒に学ぼう!!

エス・ディー・ジーズ 

SDGsってなに？

待ってるよ!!



TEL 0857－59－1802  鳥取市伏野2220お問合せ　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願い

リファーレンいなばにおこしの皆様へ

●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！

A.

※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

白兎ぴょんたからのお知らせ

白兎グラウンド・ゴルフ場 夏期営業時間のお知らせ

令和４年６月１日（水）～８月10日（水）
8：15～18：00（通常 8：15～17：00）

　令和４年５月14日（土）に、第22回春季
白兎GG大会が384名の参加で開催されまし
た。優勝は鴨河洋隆様（深沢クラブ）51打、
準優勝は近藤輝道様（サークル郡家）52打、
３位は大崎正春様（網代同好会）53打でした。
　令和４年６月３日（金）に、第22回白兎
GGはまなす大会が379名の参加で開催され
ました。優勝は谷本いく代様（フラワー）
45打、準優勝は徳安誠治様（白兎39）47
打、３位は岡村裕夫様（布勢クラブ）50打
でした。
　海から吹き上げる気持ちの良い風と共にグラウンド・ゴ
ルフシーズンがやってきました。
　白兎グラウンド・ゴルフ場では、「感染防御型Withコ
ロナ」の方針に対応し、コロナ対策として、施設内に換気
用大型扇風機や二酸化炭素測定器を新たに設置しています。
　また、熱中症対策としてミスト扇風機を設置するなど、
皆様に少しでも安心してご利用いただけるよう努めていま
す。職員一同、皆様のご利用をお待ちしております。

 ７ 月15日㈮

 ８ 月 １ 日㈪

 ８ 月26日㈮

 ９ 月17日㈯

第22回 夏季白兎GG大会

第23回 白兎GG場オープン記念大会

第29回 白兎GG男女ペア大会

第22回 白兎GGコスモス大会

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
（192組）

秋のお宝みっけ市秋のお宝みっけ市秋のお宝みっけ市
おもちゃ、古本、雑貨、手づくり品に加え、

普段は出ない洋服類など…
3階フロアで、ミニミニ市の開催です!!

灯油を完全に抜き取ってから、環境クリーンセンターに搬入してください。（有料）

ごみステーションに出してはいけないごみ
●有害なもの　●危険なもの　●医療系廃棄物

ごみの持ち込みについてよくある問合せQ&A
Q. 石油ファンヒーター・石油ストーブの出し方を教えてください。

●手袋（ゴム等）
●ぞうきん
　（布・ウエス）
●じょうご・容器
　（今回はペットボトルを切って代用）
●ポリタンク（灯油缶）
●専用スポイド

【この作業を行う理由】
●灯油が液体燃料であり発火の恐れがあるため
　（収集・運搬・処理時等の危険防止）
●運搬中に灯油が漏れ出したりこぼれないため
　（４町ではステーションも含む）

⑴灯油が飛び散らないようぞうきんを置く。
⑵油受けタンク内に残った灯油を専用スポイドで抜き取り、灯油入
れ容器に溜める。灯油入れ容器がいっぱいにならないうちに繰り
返しポリタンクに移す。
⑶油受けタンクが空になったら、ぞうきんで周りをきれいに拭きとる。
⑷しばらくファンヒーターを自然乾燥させる。

カートリッジタンクを
取り外す

油受けタンク内に残った灯油を
専用スポイドで抜き、容器に溜める。

カートリッジタンクに灯油が残っている
場合は、ポリタンクに移す。その後、
ふたを開けた状態で自然乾燥させる。

1 油受けタンクの
口にある
フィルターを外す

2

灯油を抜き取る3

カートリッジタンクの残量を見る。
少しゆすってみるとわかりやすい。

カートリッジタンクカートリッジタンク

油受けタンクの
フィルター
油受けタンクの
フィルター

油受けタンク油受けタンク
ぞうきんぞうきん

灯油入れ容器灯油入れ容器

灯油入れ容器灯油入れ容器

ポリタンクポリタンク

じょうごじょうご

油受けタンク油受けタンク

※じょうご等に使ったペットボトルはプラスチックごみに出してください。
※長期間ファンヒーターを使用しないときにも、この作業をお勧めします。

開催予定日　令和４年９月４日（日）10:00～12:00
開 催 場 所　リファーレンいなば３階（有料・一部無料）

７月24日（日）
10：00～12：00

◯５組（先着順）　◯親子で参加（小学生以上）
◯参加費　３００円

虫かご作り 紙漉き体験
壁飾り工作

８月11日（木・祝）
10：00～12：00

◯５組（先着順）
◯親子で参加（小学生以上）
◯参加費　２００円

申込み・お問合せ リファーレンいなば  TEL ０８５７－５９－６０２６（月曜日休館 ※ただし月曜日が祝日の場合は翌平日）

お問合せ リファーレンいなば  TEL ０８５７－５９－６０２６
　（月曜日休館 ※ただし月曜日が祝日の場合は翌平日）

※コロナ対策のため、入場制限を行う場合があります。

夏 休 み 企 画

第22回春季白兎GG大会
５月14日（土）

第22回白兎GGはまなす大会
６月３日（金）

ミニ企画

用意するもの

灯油の抜き取り方法
YouTube「リファーレン
いなば公式チャンネル」
動画第５弾を令和４年６月
後半より公開しています。

ぜひ、アクセスして
みてくださいね!

灯油は液体燃料です。灯油が残っていると、
収集・運搬・処理をする際に漏れ出す可能性
があります。僅かな量でも発火の恐れがある
ため、大変危険です。ステーション収集につ
いても同様です。
詳しくは各市町の分別ガイドをご覧ください。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントや教室は中止或いは内容が変更になる場合があります。
　最新の情報は、ホームページ又は各問合せ先でご確認ください。




