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・コミュニティ会費納入をお忘れなく！
未納の方は9月末でコミュニティ会員資格（旧自治会会員）が失効します！

9月末までは移行期間としていましたが、10月からはコミュニティ会員名簿に則り、
事務局の業務を進めていきます。未加入の方は広報の配布やゴミステーションの利用
など、コミュニティが管理運営しているサービスが受けられなくなります。
6月末時点で納入が確認できなかった方には、7月下旬にお届けした管理組合ニュースに
振込用紙を同封していますので、ご確認ください。

・10月19日(水)お祝いの会を開催予定
11時から14時までコリーナホテルにて敬老会が開催されます。
コリーナにお住いの令和4年3月31日時点で75歳以上の方（ご夫婦どちらかが対象の方も
ご夫婦でご招待）には招待状を9月上旬ころにお届けいたします。
食事と懇親会「体操のお兄さん石川先生による健康体操」「矢板のマギー司郎こと吉住
さんのマジックとハーモニカの愉快な語り」などを予定しています。
高齢者間のコミュニケーションの場といざという時に頼るべき方法やシステムの説明を
主目的に事務局も参加いたします。コリーナはみんなで高齢者を見守り助け合うように
なっていますということを出席者の皆さんに伝える場にしたいと思います。

お知らせ

・10月からゴミステーションはコミュニティが一元管理します。
コミュニティ会費によって維持管理されるため、コミュニティ会員のみが利用できるス
テーションであることを明記します。会員以外の利用はできません。
・班単位で行っていたゴミ当番は廃止します。
利用者の皆さんできれいにお使いください。自主的に続ける場合はそのまま継続してい
ただいても構いません。必要物品（ゴミ袋や清掃用具）が不足した時は事務局まで。
・ゴミステーションは回覧板・掲示板も兼ねています。
掲示スペースも増設しましたのでご注目ください。

■現在の各ゴミステーションの状況について
お盆明け(8月17日(水)午前中・可燃ゴミ回収後)の各ステーションの状況です。
各ステーションには番号がついています。ご自分の利用しているステーション番号をご確認ください。

今後も気持ちよく使えるゴミステーションであり続けられるよう、
住民皆様のご協力をお願いいたします！！

コリーナコミュニティ事務局 電話：0287(48)1553 メール：colina.commu@gmail.com

×４と７は回収後すぐにゴミが捨てられていました。このまま土曜日まで生ゴミも放置されます。

×４・８・９はゴミ袋に入れるべきものをそのまま出されていました。ポリバケツ、お風呂のふた、
タッパーなど。今回は事務局で回収しました。

×４・５・６・９・10・11は段ボールや新聞。回収日はるか前（二週間以上前）の放置。
また、紐でまとめられていない９・10・11は回収されません。今回は事務局で回収しません。8月の
回収日を過ぎてもまだこのままであれば事務局で処理しますが、それ以降放置された段ボールは持
ち主に返却します。

✨1・2・3・12はルールが守られ、とてもきれいでした✨
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　  公民館9月 カレンダー　

・游和会 ・卓球クラブ　 ・たいちクラブ ・コリーナカラオケ会　 ・フラサークル　

　 5の日10時-12時 　月,木曜13時- 木曜日 10:00-12:00
  第2,4土曜 15:30-18:30
第1,3,5日曜 13:30-16:30

　第1,3金曜 13時30分-
　第2,4金曜 10時-

・健康教室　 　藤川  090-4202-6863 三浦　080-6631-6159 　菅野 080-1201-7689  　高橋 48-2623   

　最終土曜 10時-12時 ・グランドゴルフ　 ・数独の会　 ・俳句サークル瑞季　 ・ふれあいの会　

・いきいき体操　 　木曜　10-12時 　水 9時30分-12時 　第4土曜 13時- 　第1土曜 13時30分-

　最終水曜日　10-12時 　渡瀬 48-2528　　   宇田　080-1321-7786 　高橋 090-4091-7745 　高橋 48-1525　

　渡瀬 48-2528（游和会・グランドゴルフ・健康教室・いきいき体操）　　
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お問い合わせ先
応募・掲載依頼ご意見ご要望はこちら

○メール：colina.commu@gmail.com
○℡：０２８７－４８－１５５３
○ポスト：コリーナ公民館玄関横ポスト

オレンジカフェなんくるないさー（どうにかなるよ）

マイホームコリーナ（C-812）℡48-8260

昨年から始まった「なんでもカフェ・なんくるないさ～」は8月で10回
目を迎えました。8月はいつまでも興味を持ち続けられるように「むか
～しむかし、あるところに…」を題材に、楽しくイメージトレーニング
を体験していただきました。広がったお話は尽きませんでした。
どなたでもぜひ参加してください。
お待ちしています。
日程：9月25日(日)13：00～15：00
内容：ピザ窯でピザを作ろう！
マイホームコリーナにて。送迎いたします。

みんなの広場（このページ）や公民館掲示板の他に
ポスティング広告、HP広告が始まります！！

●公民館駐車場横の掲示板
“みんなの広場”スペース
HPバナー掲載（一カ月単位）
コリーナ住人：1掲示100円
それ以外の方：1掲示200円

みんなの掲示板

PR広告・イベント告知
譲ります・譲ってください・人材募集に

みんなの広場

情報がアップデートされています！
コリーナの皆さんへの情報提供だけではなく、広くコリーナ
の状況を提供し、移住促進の役目も果たしています。
コリーナの様子も写真で掲載しています。
素敵な一枚をお持ちの方はぜひメール等で
ご連絡ください。掲載させていただきます。

https://www.korinayaita.com/

コリンタ号からのお知らせ

コリンタ号の運休について

コリンタ号・年間パス更新のご案内

いよいよジャムフェスまであと少しとなりました。ステージもお
店もコリーナの方が参加してくださいます。いろんな特技をお持
ちの方がいて、コリーナは本当に個性豊かな街だなと改めて実感
します。お天気に恵まれますように☀(編集&お祭り担当：長田)

ルールを守った利用を！！
現在のエコ広場の状況です。ビニール袋に入れられた残滓
が捨てられています。この場所は草木を剪定した残滓を自
然に戻すために作ったものです。ここに集めた枝木や草は
枯らした後、チップ加工して皆さんにお分けする予定でい
ました。ビニール袋は自然に戻りません。ルール違反は不
法投棄に当たります！！
エコ広場の使用と料金は事務局にお問い合わせいただくよ
う、コリーナ便りに明記しています。現在まで、使用の連
絡があったのは、業者依頼軽トラ搬入４件、住民の手作業
が３件です。
写真にあるビニール袋は連絡も料金もいただいていません。
心当たりの方はすぐに回収をお願いいたします。

8月1日(月)午後から5日(金)までコリンタ号は運
休いたしました。ご利用の皆様には大変ご迷
惑をおかけいたしました。
コリンタ号は8月1日(月)10：32に片岡駅西口交
差点で信号無視の車にぶつけられ、走行不能
となりました。双方のドライブレコーダーを
確認し、100％相手方の信号無視であったと特
定。修理代や通院費代車費用などはすべて相
手方の保険で支払われます。

年間パスの有効期限は一年間。パス裏面の期間をご確認ください。
更新される方は事務局(コミュニティ事務局)に3000円と全員のパス
をお持ちください。9月23日のジャムフェスの時に年間パス更新
ブースを設けますので、ぜひお越しください。

●ポスティング（月初めの広報ポスティングに挟み込み）
毎月25日までに事務局に290部を納品
コリーナ住人：1回500円 それ以外の方：1回1000円

乗客の皆さんは片岡駅で全員降車していたため、事故に遭ったの
は運転手のみでした。双方、救急車で病院へ運ばれましたが、診
察の結果、大きな怪我でなかったことは不幸中の幸いでした。
コリンタ号は現在修理中のため、代車にて運行しています。基本
的な仕様は変わっていません。9月中旬に復帰予定です。

安全第一のコリンタ号ですが、今回の事故は不可抗力で避けるこ
とができないものでした。今後の安全運行のために、今回の事故
対応を検証し、活かしていきます。
事故直後の処理については、まず運転手は相手方の横転した車か
ら運転手を救出。その後、救急と警察に緊急連絡し、バス運行責
任者の運営会長に連絡がありました。ここから事故処理は運転手
の現場対応から運営会にうつりました。市と保険会社と運営会事
務局へと各所に連絡し、事故発生から20分ですべての関係者が現
場に到着しました。
混乱する現場で、人命第一の観点から適切で冷静な処理をした運
転手の対応は今後の模範となるものでした。その後の利用者への
周知、運転再開までのプロセスなどは現在検証中です。今後、運
転者ミーティングを通して共有していきます。利用者の皆さんも、
お気づきの点がありましたら、ぜひご意見をお寄せください。

9月21日でコリンタ号は運行一周年を迎えます。
これからも「優しくて・安全・安心」のコリンタ号を

よろしくお願いします！

年間パスは運営会の貴重な運営資金となっています。
コリンタ号のサポーターとしてぜひ、今まで利用さ
れていない方も年間パスの更新や購入をしていただ
き、コリンタ号を応援してください！

育成会・廃品回収を9月3日に実施します！
おかげさまで、回収物が集まりました。ありがとうござ
います。アルミ缶は当日のみ回収します（洗って乾燥さ
せてください）。持ち込める方は、朝10時までに公民館
(物置前)に持ってきてください。
①新聞紙②雑誌③段ボール④牛乳パック
※紙類は状態の良い物をお願いします。
※①～④は紐でまとめて下さい。
※ペットボトル、キャップは
回収しておりません。
また、9月以降も引き続き、
第1、第3日曜日、9時～16時
育成会の物置を開放します。
ご協力よろしくお願い致します。

mailto:colina.commu@gmail.com

