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。

2021. January. vol.90

うさぎの雛飾り

（古布着物生地で作る）
10:00〜12:00

定員５名（100円）

（木）
２月 18日

※裁縫道具持参。

新聞ちぎり絵

無料

（冬）

10:00〜12:00
定員10名

エコたわし

無料

（アクリルたわし四角）
10:00〜12:00
定員５名

１月
15日
（金）

１月

鍋つかみ

無料

10:00〜12:00
定員５名

（火）
３月 16日

９日
（土）

苔盆栽

無料

10:00〜12:00
定員８名
（木）
３月 18日

※イメージ写真です。
実物とは異なります。

木 工（ラクダの置物）

裂き織り
リファーレンいなば
年末年始休館日のお知らせ
令和２年12月28日(月)〜

令和３年 １ 月 ４ 日(月)
白兎海岸
白兎海水浴場

◀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

鳥取市街▶

伏野神社
すえつね

10:00〜12:00
定員５名（100円）

10:00〜11:30
定員３名（実費）
13:30〜15:00
定員３名（実費）
（金）
２月 12日

（金）
３月 12日
※織り布持参。

マイバッグ作り

無料

（ショルダー）
（肩掛けバッグ四角型）
10:00〜15:00
定員５名
（水）
１月 27日
２月

健康布ぞうり
10:00〜15:00
定員10名（100円）
（木）
１月 21日

（水）
２月 24日
３月

９日
（火）

〈ご用意していただくもの〉
表布と裏布を持参 110㎝幅 80㎝幅 2枚
裁縫道具持参。

７日
（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
TEL 0857−59−1807 FAX 0857−59−1826
http://www.rifaren.or.jp

公益財団法人

鳥取県東部環境管理公社

■開館時間／午前10時〜午後４時

〒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。

見 学（若葉台小学校 10月20日）

新年ごあいさつ
あけましておめでとうございます。
昨年はコロナ禍で様々な制約がある中、「リファー
レンいなば」の運営にご協力・ご参加いただき、誠
にありがとうございました。
2021年も皆様に安心してご利用いただける施設と
なるよう、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知らせ

＊ごみの持ち込みについてよくある問い合わせQ&A
リサイクル教室、見学

＊教室いろいろスナップショット
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（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知らせ

ごみの持ち込みについてよくある問い合わせ

Q.1

電気カーペットや電気毛布は
どう処分したらよいですか。

Q.2

A.1

家庭で使用された電気カーペット
や電気毛布は、コントローラー部分
をハサミ等で切り取って不燃ごみとして受け
とることができます。残った本体部分は熱線
が残っていますが可燃ごみとして処分してく
ださい。可燃ごみに出す場合は、市町の分別
方法にしたがって出してください。

Q&A

クル教
リサイ

こたつを環境クリーンセンター
に直接持ち込むには
どうしたらいいですか。

木工（干支の置物 丑）

PPバンドのかご作り

A.2

やぐらや天板がプラスチック製の
ものはそのまま不燃ごみとして持
ち込めますが、それらが木製の場合、木製
部分は可燃ごみとなりますので分別して
ください。分別後のヒーター・電源コー
ド・金具・プラスチック類は不燃ごみとし
て持ち込むことができます。

可燃ごみ

室

苔盆栽

見学

校
台小学
（若葉
0日）
2
月
0
1
マイバッグ作り（コンビニ用レジ袋）

切り取る

こたつの電熱器具は
小型破砕ごみにも出せます。

電源コードやコントローラーは
小型破砕ごみにも出せます。

不燃物処理手数料

搬入物の重量10Kgにつき

３７０円

※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、木製の家具などは、環境クリーンセンターでは処理できません。

環境クリーンセンター
年末年始休場日のお知らせ

令和２年12月29日（火）〜

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。
お問い合わせ

令和３年１月３日（日）

鳥取県東部環境クリーンセンターへ TEL 0857−59−1802

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。

リファーレンいなばにおこしの皆様へ

新型コロナウイルス対策へのご協力をお願いします！
●必ずマスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

マスクの着用

手指消毒

連絡先のご記入

検温

●入館時に手指消毒をお願いします。

白兎ぴょんたからのお知らせ
令和2年9月26日（土）第20回白兎GGコスモス大会
が385名の参加で開催されました。優勝は、波田良作様
（さくら）50打、準優勝は、野崎眞一様（タックル郡家）
51打、3位は、藤井正二様（久松GG）51打に決まりました。
また、第21回秋季白兎GG大会が10月14日（水）、
386名の参加で開催されました。優勝は、漆原義忠様
（津ノ井GG）48打、準優勝は、松本勉様（深沢クラブ）
48打、3位は、敦賀元様（泊打遊会）49打に決まりました。
両大会とも、県東部で一定期間、新型コロナウイルス
感染症の陽性者がなかったことから開催できたものです。
一方で、11月12日（木）第20回白兎GGさざんか大会、
12月1日（火）令和２年白兎ＧＧ感謝大会は県東部で陽
性者が確認されたため、中止とさせていただきました。
新型コロナウイルスの影響で大会を中止している状況
の中ではありますが、最近、一般のお客様が増えていま
す。11月は、昨年以上ご利用いただきました。コロナ禍に
あっても、皆様が健康に留意されているのだなあと思い
ます。

白兎グラウンド・ゴルフ場では、検温のご協力をお願い
しております。皆様が“感染しない、感染させない”を合言
葉に、健康に留意して生涯スポーツのグラウンド・ゴルフ
を楽しんでください。マスクは必需品としてご持参ください。
職員一同、皆様のご来場を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
開 催 日

令和３年
3 月24日（水）

大

会

名

第17回 白兎ＧＧさくら大会

TEL
（0857）59−2220 FAX
（0857）59−2229

営業時間

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２年12月31日（木）〜令和３年１月３日（日）

●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。

人と人との十分な間隔

第20回白兎GGコスモス大会 9月26日（土）

384名

※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。

●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。

募集人員

第21回秋季白兎ＧＧ大会 10月14日（水）

