しげんまもる

４月・５月・６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。

リメイク缶作り

（スチール缶・ポット型）
10:00〜12:00
５月

７日
（金）

定員６名（100円）

2021. April. vol.91

ガラスの
アクセサリー作り
リサイクルファクトリー
裂き織り教室

10:00〜12:00
定員６名（100円）
（火）
５月 18日

※金具代金は別途必要。

裂き織り
10:00〜11:30
13:30〜15:00
４月

定員３名（実費）
定員３名（実費）

６日
（火）

木工

10:00〜12:00
定員５名（100円）

（金）ペガサスの親子
４月 23日
（金）誕生
５月 21日

（金）リスの置物
６月 11日

（火）
６月 29日

リスの置物

ペガサスの親子

※織り布持参。

お知らせ

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
５/６
（木）
は休館日です。

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

無料

（シュパット）
（肩掛けバッグ四角型）
10:00〜15:00
定員５名

鳥取市街▶

健康布ぞうり
10:00〜15:00
定員10名（100円）
（火）
４月 20日

（土）
４月 10日

（水）
５月 12日

（火）
５月 25日

白兎海岸
白兎海水浴場

◀米子

誕生

（火）
６月 15日

（金）
６月 18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。

伏野神社
すえつね

※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。

裂き織り教室作品
コースター

環境クリーンセンターからのお知らせ

＊不燃物処理手数料の改定について
＊珪藻土を使用した製品の廃棄について
動画配信サイト「YouTube」

＊リファーレンいなば公式チャンネルができました

＊リサイクルフェスティバル中止のお知らせ
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
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

不燃物処理手数料の改定について
令和3年4月1日より、環境クリーンセンターの処理手数料が次のとおり改定となります。
改定後

搬入物の重量10キログラムにつき

搬入物の重量10キログラムにつき

390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。

け い

そ う

本年6月に開催予定のリサイク

ウイルス感染拡大防止のため中

は、
動画で
博士が
ごみごみ なばを
レンい
リファー
紹介!!

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。

ど

珪藻土を使用した製品の廃棄について
けいそう

リサイクルフェスティバル
中止のお知らせ
ルフェスティバルは、新型コロナ

改定前

370円

動画配信サイト「YouTube」の
リファーレンいなば
公式チャンネルができました

ど

珪藻土を使用した一部の製品に、法令の基準を超える石綿（アスベスト）が含まれてい
ると発表がありました。

動画では、コロナ禍で施設を訪れなくても見学を体験できるよう動画を作
成し、YouTube「リファーレンいなば公式チャンネル」で公開しています。

対象製品についてはメーカー等で自主回収しますので、絶対にごみステーション
には出さないでください。クリーンセンターへの直接持ち込みもできません。

※最新の情報は、厚生労働省ホームページ報道発表資料（外部サイト）をご覧ください。
けい そう

ど

自主回収対象外または不明の珪藻土製品（バスマットなど）について
けいそう

ど

珪藻土を使用した製品のうち、自主回収対象外のもの、または販売店やメーカーが不明のものを処分する
場合は、次の点に注意してください。

⑴ 絶対に故意に削ったり、壊さないでください。
※石綿（アスベスト）が飛散する恐れがあります
⑵ 中身が確認できる透明･半透明袋に入れ、
テープ等でしっかりと止めてください。
⑶ 袋には、
「けいそう土」と油性ペン等で書いてください。

上記の点が守られていれば、50㎝未満のものは小型破砕ごみとしてステーション回収できます。
また、50㎝以上のものは大型ごみになります。 環境クリーンセンターへ直接搬入もできます。

お問い合わせ

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。
●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

人と人との
十分な間隔

白兎ぴょんたからのお知らせ
令和３年度がスタートしました。昨年度は新型コロ
ナウイルス感染症が世界中に拡大し、我が国でも国民
生活や経済活動に大きな影響が生じているところです。
白兎グラウンド・ゴルフ場も例外ではなく、昨年４
月の緊急事態宣言を受けて、４月12日から５月８日
まで臨時休場とさせていただきました。また、主催大
会の開催も、県内の感染状況により、12大会の内８
大会を中止といたしました。１日も早い収束を願うば
かりです。
そのような中、白兎グラウンド・ゴルフ場では、皆
様に少しでも喜んでいただけるよう、新年度は大会を
３つ増やすことといたしました。４月28日のフリー
ペア大会、10月10日の男女ペア大会、11月26日の
団体戦です。ワクチン接種も始まりました。多くの大
会が開催できることを切に祈るものです。
白兎グラウンド・ゴルフ場では、昨年度、50mの
ホールでスーパーホールインワンが出やすいようにス
タートマットの位置や高さを改善しました。また、公
社主催の大会では、新たにワニコースをスーパーホー
ルインワンの対象に加えました。皆様に快適に楽しん
でいただけるよう場内整備にも力をいれています。
職員一同、皆様のご来場をお待ちしています。
白兎グラウンド・ゴルフ場 夏期営業時間のお知らせ

令和３年６月１日
（火）〜８月10日（火）
連絡先のご記入

検温

8：15〜18：00（通常 8：15〜17：00）

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

大

会

名

4 月13日（火） 第20回 白兎ＧＧ梨花大会
4 月28日（水） 第１回 白兎ＧＧフリーペア大会

令和４年

募集人員

384名
384名
（192組）

5 月13日（木） 第21回 春季白兎ＧＧ大会

384名

6 月 4 日（金） 第21回 白兎ＧＧはまなす大会

384名

6 月22日（火） 第27回 白兎GG男女ペア大会

384名
（192組）

7 月15日（木） 第21回 夏季白兎ＧＧ大会

384名

8 月 1 日（日） 第22回 白兎グラウンド・ゴルフ場オープン記念大会

384名

8 月29日（日） 第３回 白兎GG令和大会

384名

9 月16日（木） 第21回 白兎GGコスモス大会

384名

10月10日（日） 第28回 白兎GG男女ペア大会

384名
（192組）

10月25日（月） 第22回 秋季白兎ＧＧ大会

384名

11月11日（木） 第21回 白兎ＧＧさざんか大会

384名

11月26日（金） 第１回 白兎ＧＧ団体戦大会

384名
（96組）

12月 9 日（木） 令和３年白兎ＧＧ感謝大会

384名

3 月24日（木） 第18回 白兎ＧＧさくら大会

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。

TEL
（0857）59−2220 FAX
（0857）59−2229

