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・7月7日(木) 役員会
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。

・7月27日(水) マイナンバーカード出張申請受付
7月27日(水)9:00～16：00まで、公民館にてマイナンバーカード出張受付を行います。
希望される方は26日までに矢板市市民課までお申し込みください。

・7月31日(日) 認知症講話
認知症と家族の会 栃木県支部長 金澤林子さんの講演です。
家族の会として県及び宇都宮市からの委託事業である電話相談や機関誌の発行、
物忘れ相談、認知症サポーター養成講座、矢板市の介護施設の相談にも講師として
参加されている方です。ぜひご参加ください。

・花壇の管理について
区画表示板の申請がまだの方は随時ご連絡ください。表示板の制作自体は来年度以降と
なりますので、それまでは紐で囲う等、ご自分でわかりやすく対策をお願いいたします。

お知らせ

6月に2回にわたって公民館使用ルール意見交換会を実施しました。
誰もが使いやすい公民館であるように、使用ルールなどを検討。サークルや利用者代
表の皆様からいろいろなご意見ご提案をいただきました。
コリーナコミュニティの拠点として末永く、住民の皆様に愛され大切にされる公民館
であるよう、これから少しずつ変わっていく予定です。
公民館ってどこ？という方も、常連さんもぜひご一読ください。

■公民館の運営管理はコミュニティ事務局が行います。
・お問い合わせはコリーナコミュニティ事務局まで。

■ホール（和室含む）と会議室の2か所が予約できます。
・ホール…主にサークル活動や大きな会議など。
・会議室…少人数の会議、懇談会、学習室、シェアオフィスなど。
会議室のプリンターは有料にて使用可能。お申し出によりWi-Fiも使用できます。

・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（隣ページ）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に記入の上、直接事務局へもってきていただくか、
またはメール、電話でも受付可能。予約状況は隣ページの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。
・予約キャンセルは必ず事務局に連絡を！

■鍵の管理について
・公民館活動で使用する鍵は、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。
活動責任者の方には事前に番号をお知らせします。

■館内清掃・整備ルールについて
・ゴミの処理は原則各自持ち帰りをお願いします。
・活動で使用した場所の清掃は利用者が使用後に行ってください。
・共用部分（トイレ・台所・玄関等）の清掃は有償ボランティアに依頼します。
・各利用団体は清掃依頼謝礼として1回につき100円の使用料を納入してください。

■運用開始は8月1日を予定
・上記全ての内容は8月1日より運用を開始します。
・予約方法、利用についてご不明点がございましたら、
下記連絡先までお問い合わせください。

ぜひどなたでも、公民館を自由にご利用ください♪
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

特集！誰もが使いやすい公民館に♪
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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月は参加者の方が飼っているインコの話で盛り上がりました！
教えていないのにその場に適応して、いろいろお話をしてくれるそう
です。とても可愛いですね♪
日程：7月24日(日)13：00～15：00
蕎麦づくりを予定！おいしいお蕎麦を
みんなで食べましょう。準備の都合上、
参加される方は7月16日(土)までにご連絡ください。
ご希望があれば送迎もいたします。

みんなの広場

毎朝6：30から、公民館前の広場にてラジオ体操をやっていま
す。自分の体調と体力に
合わせたラジオ体操で
1日を始めてみませんか？
夏休みの小学生の参加も
お待ちしています！
出席スタンプも押しますよ！

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。
振り込みがないとコミュニティ会員資格が失効してしまいます。
振り込みまたは事務局へご持参いただくよう、お願いいたしま
す。※自動引き落としの方は6月30日に完了しております。

コリンタ号からのお知らせ

参議院選挙時の臨時運行

優しくて・安全・安心
みんなのコリンタ号は今日も運行中

9月に開催の方向で検討中♪
5月号で募集したコリーナでのイベントは、9月の土曜日に
ホテルコリーナで開催する方向で検討しています。
音楽やダンスなどでのステージ出演、
出店やワークショップなどで出店したい方、
当日運営ボランティアで参加できる方も
募集中。コリーナコミュニティ事務局まで
ご連絡ください。

実家を整理することになり、片付けに行ってきました。自分の思
い出の品、祖母や母の着物と桐タンスが我が家へ来ることになり、
ついでに自宅の片付けもすることになりそうです。思い立った時
にやらないと進まない断捨離。夏までに頑張ります。(長田)

9号ゴミステーションを改修しました！

6月4日(土)に一斉清掃を行いました。
有志の方に集まっていただき、公民館周辺の草刈り、視界を遮る紫陽
花や通行の邪魔になる枝の伐採等を行いました。※いずれも私有地、
市所有地に関わる部分のため、役員会での承認を受けて実施。

次回は7月30日(土)に開催予定！！
ご自宅からゴミステーションまでのゴミ拾い、
ご自宅からはみ出ている枝木の剪定など、各自で行ってください。他
人の所有地や車道や電線にかかっている枝などの伐採判断の相談など
は事前にお寄せください。

7月10日(日)参議院議員選挙 臨時運行

公民館9：15発 13：05発 合計2便
・時刻表どおりに各停留所を回ります。
・投票所で全員投票が終了次第戻ります。
・定員がオーバー時はピストン運転します

市役所で行われる期日前投票にもコリンタ
号が便利です。ぜひご利用ください。

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。

破れていたところを補修し、
動物が入らないよう加工しました。
コミュニティが維持管理する、コミュニティみんなの
ためのゴミステーションです。破損個所や不法投棄に
気が付いたら事務局までご連絡ください。

育成会で廃品回収を再開します。
7月、8月の第1・第3日曜日、9時～16時まで、コリーナ
公民館駐車場にある育成会物置を開放します。いっぱい
の場合は玄関脇にある木の台の上に乗せてください。
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は紐でまとめ下さい。
※ペットボトル、キャップは回収しておりません。
ご協力をよろしくお願いします！

6月18日(土)公民館前庭にて社
会福祉協議会主催の「やいた
ベンチプロジェクト」に参加
して、ベンチの組み立てを行
いました。
総勢16名が参加して、制作ボ
ランティアの2名の方の指導の
下、ベンチ組み立て、やすり
掛け、塗装の工程を2時間にわ
たって行いました。二台のベ
ンチが完成し、公民館の前庭
に設置されています。暑い日
でしたが、みんなで協力して
ひとつのベンチを作る楽しみ
を堪能しました。
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