
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、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。

教室申込先 TEL0857－59－6026 ※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。

４月・５月・６月の教室予定

2019. April. vol.83

＊リサイクルフェスティバル中止のお知らせ
　 環境クリーンセンターからのお知らせ
＊スプレー缶の出し方 他
　 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
　 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

 ７ 日（金）６月

※織り布持参。 

５月

25日（木）
17日（金）５月
18日（火）６月

４月 17日（水）
12日（日）５月
29日（土）６月

４月

10:00～12:00
定員５名（100円）

25日（火）
四角編み

６月
紙漉き はがき作り

10：00～12：00　定員５名
木 工

マイバッグ作り

10:00～15:00
定員５名

〈ご用意していただくもの〉
表布：110㎝幅80㎝×１枚
裏布：110㎝幅80㎝×１枚
裁縫道具持参。

 ９ 日（木）

裂き織り

健康布ぞうり

〈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。

10:00～15:00　定員５名 10:00～15:00　定員10名（100円）

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

無料

PPバンドのかご作り

ゴールデンウィーク中は
開館しております。

ゴールデンウィーク後の
５/７（火）は休館日です。

お知らせ

５月

４月

10:00～12:00
定員10名（体験料100円）

12日（金）

ガラスのアクセサリー作り

26日（日）

10:00～12:00
定員６名（100円）

※金具は別途費用。
　作品は後日お渡しになります。
　お一人様２つまで。

19日（金） 
金太郎（100円）

４月

16日（木） 
小鳥のコースター（100円）

５月

13日（木） 
写真立て（2L版）
（200円）

６月

リメイク缶作り
（アルミ缶・バッグ型）
リメイク缶作り
（アルミ缶・バッグ型）

金太郎

小鳥の
コースター

写真立て（2L版）

PPバンドのかご作り

マイバッグ作り

木　工

紙パックの六角イス

健康布ぞうり

PPバンドのかご作り

マイバッグ作り

木　工

紙パックの六角イス

健康布ぞうり

楽しみながらリサイクル! リサイクル教室を受講される皆さん

PPバンドのかご作り

無料

PICK UP



　不燃物を環境クリーンセンターへ持ち込みする場合は、事前
に可燃物の部分を取り除いてください。なお、可燃部分があった
場合、持ち帰っていただく場合がありますのでご了承ください。
　詳細については、環境クリーンセンターへご相談ください。

環境クリーンセンターからのお知らせ

必ず使い切ってから穴をあけて小型破砕ごみに出してください。

〈ガスが残っているが使えないライターの出し方について〉
一般家庭からのライターであれば、環境クリーンセンターへ直接持ち込みできます。

10kgまで370円（透明な袋にいれて持ち込む）

※事業活動で生じたごみは搬入できません。
※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。よろしくお願いします。

搬入物の重量10Kgにつき ３７０円
不燃物の直接搬入について 不燃物処理手数料 

 4 月 6 日（土）

 5 月 9 日（木）

 6 月 4 日（火）

 6 月22日（土）

 7 月13日（土）

 8 月 1 日（木）

 9 月11日（水）

 9 月19日（木）

10月10日（木）

11月 9 日（土）

12月 2 日（月）

 3 月24日（火）

平成31年

平成32年

第18回 白兎ＧＧ梨花大会

第19回 春季白兎ＧＧ大会

第19回 白兎ＧＧはまなす大会

第25回 白兎GG男女ペア大会

第19回 夏季白兎ＧＧ大会

第20回 白兎グラウンド・ゴルフ場オープン記念大会

新規大会

第19回 白兎GGコスモス大会

第20回 秋季白兎ＧＧ大会

第19回 白兎ＧＧさざんか大会

平成31年 白兎ＧＧ感謝大会

第16回 白兎ＧＧさくら大会

開 催 日 大 会 名 募集人員

平成31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、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

　白兎グラウンド・ゴルフ場は、平成12年８月１日にオープ
ンして以来、多くの皆様にご利用いただき、平成31年１月
23日（水）に入場者が60万人を突破しました。60万人目
の方は、岩美町の神谷秀子様でした。午前11時から60万
人達成記念セレモニーが、管理棟前で執り行われ、この日
グラウンドゴルフ場に来られた方全員で祝福しました。
　神谷秀子様には、くす玉を割っていただき、花束と記念
品が贈呈されました。また、この日に来られた方全員に
来場記念としてボールペンをプレゼントしました。
　これからも白兎グラウンド・ゴルフ場に、たくさんの方が
ご来場して頂けるように、職員一丸となって頑張る所存で
ございます。
よろしくお願い申し上げます。

400名程度

400名程度

400名程度

384名　

400名程度

400名程度

400名程度

400名程度

400名程度

400名程度

400名程度

400名程度

（192組）

おかげさまで入場者60万人達成!
白兎グラウンド・ゴルフ場

リサイクルフェスティバル
中止のお知らせ

本年6月に開催予定の
リサイクルフェスティバルは、
施設の大規模改修のため
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。

スプレー缶の出し方

ごみステーションに出してはいけないごみ

中身を使い切ってから小型破砕ごみに出してください。
使い捨てライターの出し方

スプレー缶のガス抜き手順

リチウムイオン電池について

ボタン電池、充電式電池は
ごみステーションでは収集しません。
販売店等にある回収箱に出してください。

リチウムイオン電池は発火性が高く危険です。

step1
穴をあける前に
もう一度確認

ガス抜きキャップ等で
残ったガスを抜く

ガス抜きキャップの使い方は
一般社団法人日本エアゾール協会
ホームページに詳しくのっています。

step2 step3
屋外の風通しのよいところで
専用器具を使用し、
スプレー缶上部に
穴をあけガスを抜く。

医療系廃棄物・危険物について
《医療系廃棄物》
　処方を受けた医療機関に処理を依頼してください。
《農薬の処分方法》
　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。）

《その他危険物の処分方法》 
　購入先、または専門業者に処理を依頼してください。

ガスが抜けたら、
上部を持ち

下部に穴をあける。

残液が残っていたら
容器に抜きだし、
布等にしみこませる。

単１～単５までの筒型乾電池、
９Ｖの小型乾電池のみ収集します。

TEL 0857－59－1802  鳥取市伏野2220不燃物の直接搬入は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のみ（8：30～11：30） 日曜・祝日はしておりません。ご了承ください。

　白兎グラウンド・ゴルフ場は、オープン以来、多く
の大会を開催いたしました。本年４月６日に開催され
る梨花大会が「平成」最後の大会となります。次の５
月９日に開催される春季大会から新元号となります
ので新たな気持ちで頑張ります。
　また、毎年６月と９月の２回開催しておりました男
女ペア大会は、参加者の減少により９月の大会につ
いては個人別の大会に変更いたします。
　皆様にはご理解をいただくとともに、心よりご来場
をお待ちしております。

職員一同

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ください。

マナーを守りましょう!

白兎ぴょんたのつぶやき

夏期営業時間
平成31年6月1日（土）～8月10日（土）
8：15～18：00（通常 8：15～17：00）

液体が
吹き出す

こともあるので
注意して
ください!!




