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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。

４月・５月・６月の教室予定

2023. April. vol.99

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。

リファーレンいなばのお知らせ

　楽しい催し物が盛りだくさん！
＊第27回リサイクルフェスティバル
　環境クリーンセンターからのお知らせ
＊ごみの受入れが変わります
　白兎グラウンド・ゴルフ場
＊おかげさまで入場者70万人達成!
　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（令和５年度）
　ごみごみ博士コーナー
＊SDGs 17の目標をクイズで学ぼう
　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

リファーレンいなばは
“とっとりSDGsパートナー”です

４月

 7 日（金）
 6 日（土）５月
21日（水）６月

４月

10:00～12:00　定員５名（100円）

 8 日（木）

26日（水）

６月
10:00～12:00　定員６名（200円）

〈ご用意していただくもの〉
50㎝×45㎝×２枚
50㎝×54㎝×１枚
裁縫道具持参。

18日（火）

18日（木）５月

14日（水）６月

４月

〈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。

裂き織り

４月 12日（水）

６月 29日（木）

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

10:00～12:00　定員８名

10:00～15:00　定員８名（100円）

10日（水）５月

苔盆栽

健康布ぞうり
10:00～15:00　
定員５名

ガラスアート体験

※織り布持参。 

おにぎりバッグ

出典：国連広報センター「すごろくでSDGsを学ぼう」

※答えは中面のどこかにあるよ!

飢餓を終わらせ、食料安
全保障及び栄養改善を実
現し、持続可能な農業を
促進する

SDGsについて学んだことを、皆さんの周り
の家族やお友達に話して、自分に何ができ
るか一緒に考えてみましょう。

世界で十分に食べられず
健康を保てない人は
どれくらいいますか？

ⓐ およそ90人
ⓑ およそ9000人
ⓒ およそ９億人

飢餓をなくそう

Q.1

人はどんなときに栄養不良
になりますか？

ⓐ １日３度の食事をしないとき
ⓑ 毎日肉を食べないとき
ⓒ 一定期間、健康な食事を
　 十分にとらないとき

Q.2

ゴールデンウィーク中は
５/１（月）の通常休館日を除き、

開館しております。

イベントのお知らせ

リサイクルフェスティバル開催予定!!リサイクルフェスティバル開催予定!!
６月４日（日）10:00～15:00［雨天決行］

無料

無料

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 

リメイク缶作
り

うさぎの雛飾
り

マイバッグ作
り

◆募集店舗 30店舗（１人１区画）
◆出店料 ５００円（出店場所：屋内）
※受付先着順　※東部圏域の方のみ
※業者の方、小中高校生はご遠慮ください。

募集期間 ５月3日（水）～14日（日）
※５月８日（月）は休館日です。

申込み先  リファーレンいなば TEL0857－59－6026（月曜休館日をのぞく）

リサイクルマーケット出店者募集!!

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止或いは内容が変更になる場合があります。

マイバッグ作り
（たためるトートバッグ）
マイバッグ作り
（たためるトートバッグ）

木  工 10:00～12:00　定員５名（100円）

21日（金） 置物 金太郎４月
12日（金） 壁掛け カーネーション５月

置物 金太郎 壁掛け カーネーション※イメージ写真です。 着色はしません。



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
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、日曜日、祝日、年末年始は、休業いたします。

環境クリーンセンターからのお知らせ

※環境クリーンセンターは、家庭から出る不燃ごみの処理施設です。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、木製の家具などの可燃ごみは、環境クリーンセンターでは処理できません。

搬入物の重量10Kgにつき ３９０円不燃物処理手数料 

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。

●マスクの着用は、状況に応じて個人の判断で行ってください。
●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。
●大声での会話はお控えください。
●発熱や風邪の症状がある場合は、来場をお控えください。

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！
リファーレンいなばにおこしの皆様へ

白兎ぴょんたからのお知らせ

　令和４年12月６日㈫に、令和4年白兎GG感謝大会
が358名の参加で開催されました。優勝は矢田三男
様（ねばりっこ）49打、準優勝は阪本武様（網代同
好会）51打、３位は井手野博昭様（ミラクル）52打
でした。

　今年は10年に一度クラスの強烈寒波の襲来で白兎
グラウンド・ゴルフ場も一面の銀世界になりましたが、
「春よこい早く来い」と心待ちのお客様には待ちに
待った季節がやって来ました。いつものように感染対
策を行って、鮮やかな新緑の芝コースで存分にプレー
を楽しんでいただけるよう職員一同お待ちしております。

※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

※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。

 ４ 月12日㈬

 ４ 月28日㈮

 ５ 月13日㈯

 ６ 月 ６ 日㈫

 ６ 月23日㈮

 ７ 月15日㈯

 ８ 月 １ 日㈫

 ８ 月25日㈮

 ９ 月19日㈫

10月 ６ 日㈮

10月25日㈬

11月16日㈭

12月 ２ 日㈯

 ３ 月24日㈰

令和５年

令和６年

第22回 白兎GG梨花大会

第3回 白兎GGフリーペア大会

第23回 春季白兎GG大会

第23回 白兎GGはまなす大会

第5回 白兎GG令和大会

第23回 夏季白兎GG大会

第24回 白兎GG場オープン記念大会

第4回 白兎GGフリーペア大会

第23回 白兎GGコスモス大会

第3回 白兎GG団体戦大会

第24回 秋季白兎GG大会

第23回 白兎GGさざんか大会

令和5年 白兎GG感謝大会

第20回 白兎GGさくら大会

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

384名

384名

384名
384名

384名
384名

384名

384名

384名

384名

（192組）

（192組）

（96組）

SDGsクイズ答え

Q.1 ⓒ Q.2 ⓒ

令和4年白兎GG感謝大会 12月６日㈫

白兎グラウンド・ゴルフ場 夏期営業時間のお知らせ

令和５年６月１日（木）～８月10日（木）
8：15～18：00（通常 8：15～17：00）

白兎グラウンド・ゴルフ場

　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、令和５年１月10日に入場者が70万人を突破しま
した。70万人目の方は、船本香月枝様（白兎を愛する会）でした。
　当日は、白兎グラウンド・ゴルフ場設置者である鳥取県東部広域行政管理
組合の遠藤全事務局長と一緒にくす玉を割り、お祝いしました。

白兎を愛する会のメンバーのみなさん船本様と遠藤事務局長

おかげさまで入場者70万人達成!４月１日（土）より、
環境クリーンセンターへ直接不燃物を搬入（有料）する際の

分別方法が一部変わります

プラスチックごみと白色トレイは分別し、
それぞれ透明又は半透明の袋（指定袋は不要）に入れて持ち込む

※それ以外の不燃物につきましては、お住まいの市町の分別方法により分けた状態で持ち込んでください。
　（例：ペットボトルはキャップとラベルを外す必要があります）
※ごみステーションに出す場合の分別方法につきましては、お住まいの市町廃棄物担当課にお尋ねください。

これまで

令和５年４月１日（土）～
プラスチックごみに白色トレイも混ぜて
透明又は半透明の袋（指定袋は不要）に入れて持ち込む

プラスチックごみプラスチックごみ 白色トレイ

館内でフリーWi-Fiが
利用できるようになりました

設置者：鳥取県東部広域行政管理組合

お使いの際は
セキュリティ対策にご留意ください

押絵を寄贈していただいた熊中春枝さん

　今年の干支【うさぎ】の押絵
を熊中春枝さんより寄贈をして
いただきました。
　押絵作りは、ご主人のお母さ
まが押絵の師範代で、教わりな
がら始められたとのことです。
　管理棟に飾っていますので、
ぜひご覧ください。


