リサイクルまんが

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

しげんまもる

４月・５月・６月の教室予定
教室申込先 TEL 0857−59−6026
PICK

UP

※詳細については、変更することもありますので電話でお問い合わせ下さい。

5月のガラス工芸教室

リサイクル情報発信紙［リファーレン・プレス］2016. A . .71

☆ガラスのアクセサリー作り
5月20日(金) 10：00〜12：00
10名（体験料100円）
自分だけのオリジナルガラスアクセサリーを作りませ
んか？ ブローチ1つとペンダントトップ1つを作ります。
（ただし、金具代金は別途頂戴いたします）

「手づくり作品 発表・展示会」開催しました！

※焼き上がりの作品のお引渡しは後日となります。

木 工

10：00〜12：00
定員 4名
（100円）

（火）こいのぼりの壁飾り
４月 19日
（火）パンダの壁飾り
５月 24日
（金）イルカの壁飾り
６月 24日

裂き織り

紙漉き

10:00〜15:00
定員３名（実費）

10:00〜12:00
定員５名（100円）

（水）
４月 13日

５月

（木）
６月 30日

５日
（木）
しおり作り

３月６日（日）開催の
「手づくり作品 発表・展示
会」にはたくさんの方にご来場
頂 きました 。着 なくなったセ ー
ターで作った人形やはぎれで作っ
たコースター等、アイデア次第でリ
サイクルごころのある作品が出来る
ものだと来場者の皆様に喜ばれ
ました。
ご協力頂いた出展者・
関係者の皆様に心よりお
礼申し上げます。

（水）
６月 15日
はがき作り

※織り布持参。

編集後記
吹く風も穏やかな季節になりました。
平成28年度の始まりです！
今年度もよろしくお願いします。

健康布ぞうり

PPバンドの
かご作り

10:00〜15:00
定員10名（100円）
◀米子

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

定員10名

（金）
４月 22日

白兎海岸
白兎海水浴場

鳥取市街▶

伏野神社

リファーレンいなば

すえつね

白兎グラウンド・ゴルフ場

無料

４月

（火）
６月 21日
〈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
裁縫箱

８日
（金）
10：00〜12：00
斜め編み

（水）
５月 11日
10：00〜15：00
四角編み

※リサイクルファクトリーでは、教室予定以外でもリサイクル工作・紙すき・裂き織り・ガラス工芸等、
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。

今年もやります

＊第24回リサイクルフェスティバル
第２期綿花栽培プロジェクト報告

＊
「手づくり作品 発表・展示会」で作品を初披露!
ミニ企画

＊手づくり作品発表・展示会開催
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

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。

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お知らせ

第２期綿花栽培プロジェクト

体感! 実感!
エコの心

医療系廃棄物や農薬などの危険物は
ごみステーションにださないでください。

復活・青谷木綿
〜種まきから収穫・糸紡ぎ、
そして木綿の作品作りまで〜

医療系廃棄物・農薬系廃棄物・発煙筒などの危険物を一般ごみとして
ステーションに排出すると、住民の皆さんや収集職員等に危険が及ぶ恐
れがあります。次のとおり、適切な分別・排出にご協力をお願いします。

「手づくり作品 発表・展示会」で作品を初披露！

医療系廃棄物の処分方法

2年目の綿花栽培プロジェクトは、
「糸車で紡いだ

処方を受けた医療機関に処理を依頼してください。

糸で、木綿の作品作り」を目標に掲げ、会員の皆様と

農薬の処分方法

共に栽培・収穫・綿繰り・綿打ちと頑張ってきました。

購入先、または専門業者に処理を依頼してください。
（家庭園芸用農薬の容器は中身を空にして水洗し、
蓋を外せばごみステーションに出せます。）

難関の糸紡ぎは、悪戦苦闘しながら丹念に糸を紡
ぎ、卓上織機で待望の作品を完成させました。
そして、3月6日開催の「手づくり作品 発表・展示

その他危険物の処分方法

会」に平成27年度作成の作品を初披露いたしました。

購入先、または専門業者に処理を依頼してください。

当日は訪れた皆様に、種まきから一貫した手づく
りのオーガニックコットンを鑑賞して頂きました。

不燃物処理施設に搬入された医療系廃棄物
（インシュリン用注射器）

環境クリーンセンターへ直接不燃物を持ち込んだ際の手数料

不燃物持込み重量10㎏につき ３７０円
※事業所ごみは搬入できません
※布団、カーペット、木製家具等の処分についてのお問い合せをよく
受けますが、環境クリーンセンターでは可燃物の処理はできません
のでよろしくお願いします。

不燃物搬入先 鳥取県東部環境クリーンセンター TEL 0857−59−1802

平成２８年度も、綿花プロジェクト会員を募集し

鳥取市伏野2220

＜持ち込み時間＞ ８：30〜12：00、
13：00〜16：00 第２・４土曜は11：30まで。
第１・３・５土・日・祝日、
年末年始は休み。

ます。是非、一緒にオーガニックコットンを作って、

「手づくり作品 発表・展示会」風景（3/6）

使ってみませんか。

第３期

会員
募集

I N FO R MATI O N

募集人数

約３０名 参加費無料（先着順）

募集期間

平成
28年

体感期間

４月下旬〜１２月中旬

応 募 先

リファーレンいなば TEL 0857−59−6026

４月１日（金）〜４月22日（金）

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
平成28年度 白兎グラウンド・ゴルフ場

大会開催日程予定表
開 催 日
平成28年 4

〜 体感！ 実感！エコの心 〜
第

24 回

リサイクルフェステ
リサ
ティバル
６月５日（日）

平成
28年
10:00〜15:00［雨天決行］
毎回人気の再生品展示販売、リサイ
クルマーケット、食べ物バザーや、
スタンプラリー、クイズ、体験工作
等々催しものが盛りだくさんな毎年
恒例のイベントです！
※詳細は、後日チラシ等でお知らせします。

新品はないけど、
古き良きものはここにある…
思わぬ出会いが待っています!!

ャレ!?
よく見るとオシ
具たち
家

レトロな

などなど…
リファーレンにしかないもの、
あなただけの一点モノを探しに来てくださいね!

リサイクルマーケット出店者募集!!
募集店舗

30店舗（１人１区画）
申込み先

出店料

つくって
みよう！
無料の
工作体
験

受付期間 ５月11日
（水）〜18日（水）

500円（先着順）

※業者の方と小・中・高生は出店不可
※東部圏域の方のみ

TEL 08 57−59−6 0 26（月曜休館日をのぞく）

年間行事予定
上 期 ４月〜９月
第24回リサイクルフェスティバル

６月５日（日）
エコバスツアー
モニターによるごみ家計簿

下 期 10月〜３月
エコフェスタin2016
１１月６日（日）
モニターによるごみ家計簿
ごみ出張講座

白兎ぴょんた の つぶやき

ルールを守ってすばらしいプレーヤーに
グラウンド・ゴルフは勝ち負けよりもプレーを楽しむこと
を大切にしているので、プレーヤーには自分自身を指導し
たり審判したりする自律性が求められています。重要なの
はプレーヤー自らそれを守ろうとする姿勢です。みんなで
楽しくプレーしようというときに、他のプレーヤーに迷惑
をかけるような行為をしたら、気まずい雰囲気になるばか
りか自分自身にも後ろめたい気持ちが残り、楽しさも半減
してしまいます。
「みんなで楽しもう」という気持ちを忘れ
ないでプレーをしてください。

大

会

名

募集人員

月 9 日（土） 第15回 白兎ＧＧ梨花大会

400名程度

5 月10日（火） 第16回 春季白兎ＧＧ大会

400名程度

6 月 9 日（木） 第16回 白兎ＧＧはまなす大会

400名程度

6 月22日（水） 第19回 白兎GG男女ペア大会

384名程度

7 月12日（火） 第16回 夏季白兎ＧＧ大会

400名程度

（192組）

8 月 1 日（月） 第17回 白兎GG場オープン記念大会 400名程度
9 月11日（日） 第20回 白兎ＧＧ男女ペア大会

384名程度

9 月23日（金） 第16回 白兎GGコスモス大会

400名程度

10月13日（木） 第17回 秋季白兎ＧＧ大会

400名程度

11月10日（木） 第16回 白兎ＧＧさざんか大会

400名程度

12月 3 日（土） 平成28年 白兎ＧＧ感謝大会

400名程度

平成29年 3

月24日（金） 第13回 白兎ＧＧさくら大会

（192組）

400名程度

※開催日、募集人員等は変更することもありますので、
ご確認下さい。
※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下さい。

TEL
（0857）59−2220 FAX（0857）59−2229

マナーを守りましょう!
コース内、プレー中は禁煙になっています。喫煙コーナーをご利用下さい。

夏期営業時間

平成28年6月1日（水）〜8月10日（水）
8：15〜18：00（通常 8：15〜17：00）

