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・8月1日から新・公民館ルール運用開始
今月から公民館の運営管理は新ルールのもとコリーナコミュニティが行います。

・ホールと会議室の二か所が予約できます
サークル活動・会議・学習室・シェアオフィスなどとしてご活用ください。
レギュラー活動の各団体は週1回、3時間以内の予約が可能。コリーナだよりの公民館
カレンダー（上記）に記載されているのがレギュラー予約です。レギュラー活動
以外の予約は使用希望日が空いていればいつでも可能です。
公民館・HPに掲載している申込書またはメール、電話でも受付可能。予約状況は公民
館カレンダーまたは公民館入り口に掲示するカレンダーにてご確認ください

・鍵はキーボックスで管理します
公民館入り口に設置するキーボックスで管理します。入・退館時に活動責任者が鍵の
開け閉め及びチェックを行います。チェックリストを公民館入り口に設置予定。
キーボックスは4桁の暗証番号で管理し、定期的に変更します。

・清掃ルール
ゴミは原則持ち帰り。活動で使用した場所は使用後に各自清掃を。共用部分は有償ボラ
ンティアに清掃を依頼。利用各団体は共用部分の清掃依頼謝礼として一回100円を納入。

お知らせ

3年ぶりのお祭りイベントが開催決定！！
音楽にステージパフォーマンス、出店など。老若男女、ヘタウマ問わずに、コリー
ナのみんなで作って楽しむ秋のフェスティバルを開催いたします。
場所はホテルコリーナ裏の広場（雨天時はレストランを予定）
久しぶりのイベント。参加するも、食べるも、遊ぶも良し♪
コリーナ住民みんなで一緒に作って楽しむ一日です。
ぜひご参加ください。

■ステージ出演者・ブース出店者・実行委員募集！
・ステージで音楽（弾き語り・楽器演奏・合唱）やダンス（日本舞踊・キッズダン
ス）など、パフォーマンスをしてくれる方（音響PAあり）
・飲食物や物品販売、子供向けの出店などをやってくれる方。（出店料不要）
・当日、運営のお手伝いをしてくださる方。
上記３つを募集しています。得意なこと、できることでぜひご参加ください。
応募は先着順とさせていただきます。締め切りは8月31日(水)。下記連絡先まで。

■新サークル参加者募集！！

新しく文化サークルが
スタートします！発表したい、
習いたい方はもちろん、講師
として教えられる方も募集！
絵画やクラフト、楽器など
幅広く募集いたします。
大人からお子さんまで
ご参加いただけます。
内容や日程などの詳細は、
立ち上げ後に調整しながら
進めていく予定です。
気になった方は事務局まで
お問い合わせください。

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

[ [ ■コリーナアートサークル■ ] ]

□ギャラリーサークル部門
ジャンルを問わず、アート・クラフ
ト系の展示の場を作ります。展示
場所は公民館内専用ブースを予
定、詳細、日程は立ち上げ後に
調整します。
□カルチャー部門
絵画やクラフトを習いたい、教え
たいという方の為のサークルで
す。参加者の意向次第なので、
詳細や日程は立ち上げ後調整し
ます。(キッズスクールも有り)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■参加申し込みに際して、リーフレット
や詳細は公民館に掲示していますの
で、参照の上お気軽にご参加ください

□フリーライブ部門
ジャンルを問わず、楽器演奏や
ボーカル発表の場をミニライブ形
式で作ります。コミュニティや定
期ライブなど、一緒にイベントを
作って行きましょう。
□カルチャー部門
楽器やボーカルを習いたい、教
えたいという方の為のサークルで
す。参加者の意向次第なので、
詳細や日程は立ち上げ後調整し
ます。(キッズスクールも有り)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■参加申し込みに際して、リーフレット
や詳細は公民館に掲示していますの
で、参照の上お気軽にご参加ください

（（● コリーナミュージックサークル ●））

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

9時30分～12時 10～12時

　数独の会  　游和会

13時30分～16時30分 13時30分～ 13時30分～

カラオケ会 フラサークル ふれあいの会

7 8 9 10 11 12 13

9時30分～12時 10時～

　数独の会 フラサークル

14 15 16 17 18 19 20

10～12時 9時30分～12時

 　游和会 　数独の会

13時30分～16時30分 13時30分～

カラオケ会 フラサークル

21 22 23 24 25 26 27

9時30分～12時 10時～ 10～12時

　数独の会 フラサークル     健康教室

13時～　

  俳句ｻｰｸﾙ瑞季

28 29 30 31 9月1日 9月2日 9月3日

10～12時

いきいき体操

13時30分～16時30分 13時30分～ 13時30分～

カラオケ会 フラサークル ふれあいの会

公民館8月 カレンダー　

10～12時
ｸ       ﾙ 
たいちクラブ

13時～
卓球クラブ

13時～役員会

10～12時
ｸ       ﾙ 
たいちクラブ
13時～
卓球クラブ

10～12時
ｸ       ﾙ 
たいちクラブ
13時～

卓球クラブ

10～12時
游和会

たいちクラブ
13時～
卓球クラブ

10～12時
ｸ       ﾙ 
たいちクラブ

13時～
卓球クラブ



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

お茶とおしゃべりで楽しい時間を過ごしませんか？どなたでも参加し
てください。次回は落語で大いに笑いましょう！
日程：7月24日(日)13：00～15：00
また、公民館に竹と短冊を用意しましたので
自由に飾ってください。8月10日(水)頃まで
公民館の玄関に設置してあります。
公民館入り口の掲示板もご覧ください。
イベント時、ご希望があれば送迎もいたします。
介護についての相談などもお気軽にどうぞ。

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

コリーナコミュニティのHP、見たことがありますか？
コミュニティについて、コリンタ号のこと、
環境整備について、公民館活動について、
コリーナ便りもWEBから見られます！
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/

管理費・コミュニティ会費の振り込みは、6月30日が締め切り
でした。まだの方はコミュニティ会員（旧自治会）の会員資格
が失効してしまいます。銀行振り込みか事務局へご持参くださ
い。口座振替で引き落としができなかった方は、管理組合
ニュースと一緒に振込用紙をお送りしております。

コリンタ号からのお知らせ

年間パスの更新について

優しくて・安全・安心
みんなのコリンタ号は今日も運行中

コミュニティ事務局のお祭り担当となりました！出店・出演した
い方は長田宛にご連絡ください。3年ぶりにイベント企画できるこ
とをとてもうれしく思います。年齢問わず、安心して楽しめるよ
うに頑張ります。忙しいというのはありがたいことですね。 (長田)

長期休み期間中の不法投棄に注意！！

一斉清掃がなくても毎日が環境整備の日✨
家の周りのゴミや道路にはみ出た枝木の処理や草むしり…
これもコリーナの環境整備。自分でできることは自分で、
倒木や電線にかかった枝など、迷ったときは事務局へご連
絡ください。事務局は公共地や私有地に影響があるものの
対応依頼をします。隣家に関わるものは連絡先をお知らせ
しています。
環境整備について、詳しくは「管理組合ニュース夏号」や
HPの環境整備に関するルールブックをご覧ください。

花壇登録は随時受付中
8月上旬に再度、草刈りが入ります。歩道の花壇を自主的
に管理されている方は、草刈りの対象にならないよう花壇
登録をお願いしています。看板製作が間に合わないため、
刈られないようにご自分でわかりやすく紐や棒で目印をお
願いします。（看板は年に一度程度製作の予定です。）

森のエコ広場をご活用ください
西口近くのグラウンドに設けた
森のエコ広場。
枝木や草の置き場として利用して
いただいています。利用料で集めた
木材をチップにしてお分けする予定
です。詳しい使い方や利用料金は
コミュニティ事務局まで。

9月でコリンタ号も一周年。導入とともにパ
スをご購入いただいた方は更新時期が近づい
ています。有効期限は一年です。パスの裏面
に期限が記載されていますので、切れる前に
更新をお願いいたします。
また、年間パスは運営会の貴重な運営資金と
なっています。コリンタ号サポーターとして、
使ったことがない方も年間パスをご購入いた
だき、コリンタ号を応援してください。

コリンタ号の最新運行情報・時刻表・停留所・年間パス
の購入方法などはこちらのＱＲコードから見られます。

夏休み、お盆期間中はルールを逸脱したゴミ（不法
投棄）が増えます。事務局でもパトロールをしてい
ますが、ステーションの破損なども含め、気になる
ことがあった場合はご連絡ください。
また、ゴミステーションはコミュニティ事務局の掲
示板も兼ねていますので、チェックしてください。

10月19日(水)11：00～14：00 コリーナホテルにて

コロナで二年間中止されていた敬老会が再開されます！
高齢者間のコミュニケーションの場、いざという時に頼れる方
法やシステムの説明もさせていただく他、懇親会、食事会、演
芸、健康体操などを予定しています。
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。
楽しい時間になればと思っています。
対象の方には8月末頃に招待状を
お届けします。
ぜひご参加ください。

●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

ばっこ

mailto:colina.commu@gmail.com

