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・役員会の日程
毎月第一木曜日13時から役員会を開催します。
ご意見ご要望などは前日までにコミュニティ事務局まで。

・公民館使用ルール意見交換会を開催します。
公民館を幅広く活用していただくため、サークル代表者や使用者代表の方などにご参加
いただき、ルール作りや清掃、予約等についての意見交換会を開催します。

6月4日(土)10：00～ または 6月10日(金)10：00～
いただいた意見をもとにルールや予約方法などについて決めていく予定です。

お知らせ

4月からゴミステーションの管理をコリーナコミュニティで行っています。
どこが変わったのか、これからどうなっていくのか。基本的なルールやゴミ当番につ
いて、不法投棄（ルール違反のゴミ）への対処方法などをまとめて特集します！
コリーナ住民共有の日々使う場所だからこそ、みなさんが負担なく平等に快適に使え
るよう、少しずつ改善していく予定です。
あなたにも身近なゴミのお話し。ご一読ください。

■基本的な利用ルールを掲示しました
・ゴミステーションに日頃の収集に関する基本的な利用ルールを掲示しました。
ご存知のことも多いかと思いますが、改めて確認していただけたらと思います。

■ゴミ当番（清掃当番）について
・9月いっぱいまで今まで通りに継続をお願いします。
清掃時に使うゴミ袋がなくなった場合はコリーナコミュニティまでご連絡ください。
清掃当番が途切れた場合も事務局で対応しますのでご連絡を。

■不法投棄について
・ルール違反により、収集されないゴミは不法投棄となります。
例えば、コンテナに入りきらない大きなもの、縛られていない紙資源ごみ、
重さ20キロ以上のもの、農業資材、車やバイクの部品、消火器、建築廃材など。

・不法投棄を見つけた方は、コリーナコミュニティまでご連絡を！
ゴミ当番の方が対応していただく必要はありません。
普段と変わったことがあればコミュニティ事務局にご相談ください。

■段ボールゴミについて
・段ボールは月に一度の回収です。
・指定日以外に出されると可燃ゴミを置くスペースがなくなったり、
長期にわたる放置で汚れやにおいの発生原因にもなります。
・また、紐で縛らずにバラバラになっているものは
回収してもらえません。ゴールデンウイークなどの
連休明けに多くみられますが、このような状況を
発見した場合もコリーナコミュニティまでご連絡ください。
今年のゴールデンウイーク明けに
各ステーションに放置されていたバラバラの段ボール。
この状態では回収されないためコミュニティ事務局にて回収。

■ゴミステーションの今後の予定
・10月以降はゴミ当番を廃止し、清掃・管理などは
利用者の方から連絡をいただきコリーナコミュニティが行います。
不法投棄への対応やゴミステーションの改修なども行います。
・ゴミ問題を考える会にてルールを検討していきます。
参加していただける方を随時募集中。

お困りのこと、ご意見ご相談はコリーナコミュニティまで。
電話：0287(48)1553 メール：colina.commu@gmail.com

特集♪変わるゴミステーションについて

日 月 火 水 木 金 土
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　  自治会・公民館6月 カレンダー　

・游和会 ・卓球クラブ　 ・囲碁教室 ・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- 水曜 13時-15時
  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-

　渡瀬 48-2528　　 　藤川  090-4202-6863 　鈴木 48-4321 　菅野 080-1201-7689  　高橋 48-2623   

・数独の会　 ・グランドゴルフ　 ・健康教室　 ・いきいき体操　 ・ふれあいの会　

　水 9時30分-12時 　木曜　10-12時 　最終土曜 10時-12時 最終水曜日　10-12時 　第1土曜 13時30分-

  宇田　080-1321-7786 　渡瀬 48-2528　　 　 渡瀬 48-2528　　 　渡瀬 48-2528　　 　高橋 48-1525　
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　数田 090-4204-5641　 　高橋 090-4091-7745 三浦　080-6631-6159
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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

5月は認知症にも役立つ体操をゲーム感覚で行いました。おしゃべりも
盛り上がり延長になるほどでした！ご要望のあったピザ釜も完成。
みんなで焼き立てのピザを食べるのが楽しみです。
日程：6月26日(日)13：00～15：00
七夕作り、俳句、川柳など。
短冊に夢を託しましょう！
お年寄りからお子さんまでどなたでも大歓迎です！
※変更時は公民館掲示板にてお知らせします。

みんなの広場

玉田入り口にある空き地を利用して
お野菜や花を育ててみたい方を募集中！
家族や仲間と一緒に家庭菜園を
楽しみませんか？利用は無料です。
1年間の間、管理をお願いします。
区画数：５区画（先着順）
広さ：一坪半程度

水やりのためのタンク使用可能。
ご希望の方はコリーナコミュニティまでご連絡ください。

6月30日は管理費・コミュニティ会費の納入期限です。振り込み
の方はお忘れなくお手続きください。
また、６月末までに納入いただいた方をとりまとめ、2022年のコ
ミュニティ会員名簿を確定します。確定名簿は班ごとに整理して
班世話人の方にお届けいたします。

コリンタ号からのお知らせ

アンケート結果のご報告

優しくて・安全・安心
みんなのコリンタ号は今日も運行中

今年こそコリーナでイベントをがやりたい！

ということで2022年のイベント案を募集しています。

夏祭り？音楽祭？文化祭？

盆踊りがしたい、花火が見たい、音楽祭の出演可能、

出店やワークショップが開催できる、絵や踊りを披露した

い、お手伝いならできる等。

皆さんの出来ること、やりたいこと、

自由にお聞かせください！

下記お問い合わせ先まで。

コリーナを綺麗にしよう✨
5月の広報と一緒にお配りしたごみ袋でご自宅からゴミ
ステーションまでの間を各自清掃お願いします。

草刈り隊 有志募集！！
8:30～ 公民館周りの草刈り＆枝の伐採を実施します。
混合ガソリンを用意しますので、刈払い機などの道具を
お持ちの上お越しください。
・視界を遮る可能性のある紫陽花を伐採します。
道路のコーナーワンブロック分を予定していますが、ご
自宅近くで気になるものがある場合はご自分で切ってい
ただいて構いません。
ご不明点はコミュニティまでお問い合わせください。

お友達からナスの苗を分けてもらい、家庭菜園を始めました。日
当たりが悪くシソやバジルすら枯れる場所で、無事に育つか不安
ですが、美味しいナスが採れるよう頑張ります！コリーナ各所に
ある畑も、色鮮やかな夏の実りが待ち遠しいですね。(長田)

ご要望・ご意見は関係者で共有し、検討しています。
交通会議の承認や県の認可が必要になるため、もう少しお時間をいただ
きたいと思います。時刻表は9月頃をめどに微調整を行う予定です。
コリンタ号はまだまだ成長過程。共助バス運営会が運行する形をとって
いますが､実はコミュニティの皆さんひとりひとりがコリンタ号を運営し、
動かしてくれているものと､私たちは考えています。不完全なところだら
けですが､できるところからひとつずつ成長していきます。
誰からも愛されるコリンタ号になることができるよう、皆さんのご意見
ご協力をこれからも宜しくお願いいたします。

花壇登録をいただいた方の区画に表示板を設置しました。
6月第2週目以降から定期草刈りが始まります。
まだ花壇登録をされていない方は看板の配布が間に合わない
ため、ご自分でわかりやすく
対象区画を紐で囲う、刈らないで
ほしい旨を看板等で表示する
などの対策をお願いします。
表示がない場合は
草刈りの対象となります。
誤って刈られてしまわないよう
十分ご注意ください。

コリンタ号アンケートにご協力いただきありがとうございました！（全21通）

玉田西口の運動場にある森のエコ広場。
住民の方にご活用いただいています。
こちらは「お庭などの剪定・伐採時に出た枝
木草等のみ可」となっており、廃材や建築資
材等の材木は受付できません。また写真の用
に分別し、奥から置いていただけると助かり
ます。使用方法や使用料、ご不明点は
コリーナコミュニティまで。

利用したことがありますか？

ある 17 ない 4

便利ですか？不便ですか？

便利 12 不便 5 無記入

便利…「市バスより利用しやすい、気軽に利用
できる、電車の時刻と合っている」
不便…「本数、行先、停留所が少ない、土日も
運行して欲しい」
要望…「片岡駅東口までの運行、矢板駅東口ま
での運行、片岡駅から塩谷病院間の停留所増
設と増便をしてほしい」

とても助かっています。要望を出し始めるとキリがないですが､利用する
人数やドライバーの負担を考えながら良いものになるといいと思います

mailto:colina.commu@gmail.com

