
No.102
発行：コリーナコミュニティ

2022年10月
(令和4年)

・10月19日(水)お祝いの会のご案内
10月19日(水)11：00～14：00 場所：ホテルコリーナ
ご招待状をお届けした方で出席の連絡をお忘れの方は、ご連絡をお待ちしております。
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。

・コリーナだよりの広告をご活用ください！
掲示板やコリーナだよりに広告を掲載することができます。お店、イベントなどのPR、
ほしいです&譲りますなど。利用の際はコミュニティ事務局までお問い合わせください。
＊公民館掲示板・みんなの広場掲示板・HPバナー⇒
１回 コリーナ住民 100円・住民以外 200円

＊ポスティングチラシ 毎月初めの広報に挟み込み。
25日までに290部をコミュニティ事務局へ納品。
１回 コリーナ住民 500円・住民以外 1000円

お知らせ

みんなの掲示板

・広報配布の刷新：月初めの3日までに各戸に広報を配布しています。新たに配布

を希望される方､または予定通りに届かない会員の方は事務局までご連絡下さい。

・公民館新ルール：予約方法、鍵の管理、使用料（清掃費用として1回100円）

などを定め､8月から適用しています。

・ゴミステーションルール：コミュニティが一元管理しています。（従来の清掃当

番は廃止）10月以降はコミュニティ会員専用の場所であることを徹底します。

ゴミ捨てルール違反の状況などを広報で随時情報共有しています。

・掲示板新設：12ヶ所のゴミステーションに掲示板を設置しました。（従来の班

回覧は廃止）各戸配布物以外の重要なお知らせを随時掲示しています。

・環境整備：一斉清掃日に各家庭近辺の清掃の他、公民館や道路周り､花壇など

共有地の整備・清掃を実施しています。市が所有しコミュニティが共同管理して

いる花壇を、使用登録制としました。「コリーナ森のエコ広場」を開設しました。

・コミュニティ事業：「コリーナ・ジャムフェス2022」を開催。（詳細は裏面で）

また敬老お祝いの会を10月19日に開催します。3年ぶりの復活です。

コリーナ文化サークル（音楽と絵画）を立ち上げました。

・ホームページリニューアル：デザインと内容を一新しました。会員の方への情報

提供だけでなく､移住促進のためのコリーナの魅力発信を心がけています。

・新会員名簿の作成：会費の徴収を管理組合費と一括して徴収としました。

9月末日で新会員名簿を作成しました。名簿は各班の世話人にお届けします。

「住みたい街 住みやすい街 住み続けたい街、コリーナ」にむけて、
まだまだ私たちに出来ることはあるはずです。

皆さんからのアイデア、叱咤激励、一緒に活動してもらえる方、待っています！

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

皆さんこんにちは。

コリーナコミュニティ会長の戸井出琉です。

コミュニティ発足から6ヶ月間の

新しい活動内容の報告をいたします。

日 月 火 水 木 金 土
1

13時30分～

ふれあいの会

2 3 4 5 6 7 8

10～12時

 　游和会

13時30分～16時30分 13時30分～

カラオケ会 フラサークル

9 10 11 12 13 14 15

9時30分～12時 10時～ 10～12時

　数独の会 フラサークル  　游和会

16 17 18 19 20 21 22

11時～14時

　　敬老会

13時30分～16時30分 ホテルコリーナ 13時30分～ 13時～

カラオケ会 フラサークル 　俳句ｻｰｸﾙ瑞季

23 24 25 26 27 28 29

10～12時 10時～12時 10時～ 10～12時

 　游和会 いきいき体操 フラサークル 　　健康教室

30 31 11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日

9時30分～12時 10～12時

　数独の会  　游和会

13時30分～

フラサークル

　  公民館10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 　木曜日13時- 木曜日 10:00-12:00 第1,3月曜　13:30-16:30
　第1,3金曜 13時30分-
　第2,4,5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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たいちクラブ

13時～
卓球クラブ

13時～役員会

10～12時
ｸ       ﾙ 
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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
ｸ       ﾙ 
たいちクラブ
13時～

卓球クラブ

育成会物置開放

育成会物置開放

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

毎月、どなたでもご参加いただけるオレンジカフェを開催してい
ます。企画も様々です。10月の日程、企画内容についてはお問い
合わせください。どなたでもぜひ参加してください。
ご相談などもお受けしています。
お待ちしています。
場所：マイホームコリーナ
送迎も可能です。ご連絡は下記まで。

みんなの広場

情報をお寄せください
9月13日夜から14日朝にかけて、コリン
タ号バス停「ゴルフ場北」にある自販
機周辺で不法投棄がありました。カラ
スや猫に荒らされています。今回は事
務局が清掃・分別して処理しました。
これは不法投棄、犯罪です！！
ゴミから犯人の居住地方（どこから
やってきたか）などの属性はある程度
特定可能です。私たちの町コリーナに
土足で足を踏み入れ、後ろ足で砂をか
けていくような行為は許すことはでき
ません。今後二度とこのようなことが
起こらないよう、何かお気づきの点や
目撃情報などをお持ちでしたらお知ら
せください。皆さんのご協力をお願い
致します。

コリンタ号からのお知らせ

運転者ミーティング開催

9月23日(金)にコリーナジャムフェスが開催さ
れました！朝からの雨もステージスタート時
には上がり、最後まで予定通り開催すること
ができました。
300名近い住民の方にご来場いただき、
テント下の観客席も満席でした！

コリーナジャムフェスが無事、盛況に終わりました。お天気も、
開催時間中だけは雨が降らないという奇跡！参加された皆さんの
楽しそうな様子、新しい住民の方との出会い。私自身も楽しい一
日となりました。また来年もやるぞー！(編集&お祭り担当：長田)

コミュニティ会員のためのステーションへ
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。
ゴミステーションはコミュニティ会員以外のご使用はできま
せん。非会員の方で使用を希望される方は事務局までご連絡
ください。また10月から班ごとに行っていたゴミ当番は廃止
しますが、自主的に継続されても構いません。きれいなス
テーションが維持されるよう、ご協力をお願い致します。
ゴミステーション掲示板には、皆さんにお知らせしたい情報
を掲示しています。お立ち寄りの際にご一読ください。

9月26日(月)に運転者ミーティングを開催しました。
運転手、事務局、矢板市の公共交通担当者が出席。
アルコールチェッカーと体温測定の導入について、
ドライバーが気づいた点、運行中にヒヤリハットし
た点の共有などを行いました。また、10月からレ
ギュラー運転手に古橋さんが加わりました。主に隔
週で金曜日の運転を担当します。
9月で一周年を迎えた
コリンタ号。これからも
安全安心を基本に
コリーナ皆様の
お役に立てるよう
運行していきます！！

ごみの焼却は法律で禁止されています！
落ち葉や枝木なども含めて、ゴミ焼却を個人で行うこと
は絶対にやめてください。特に秋から冬は空気が乾燥し、
風も強いことから思わぬ山火事や隣の家屋の延焼を招く
ことがあります。落ち葉や枝木は指定ゴミ袋に入れてゴ
ミ収集日にステーションに出すか、森のエコ広場(利用に
ついては事務所まで確認を)をご利用ください。

Joyful noise
トップバッターで盛り上げていただきまし
た！懐かしい楽曲に踊りだす方も♪

キッチンカーも2台来てくれました！
サニーズクレープさん♪

PizzaDioさん♪

販売スペースも大盛況。
鮎の塩焼きはあっという間に完売。
ホテルコリーナ、居酒屋も
イベント終了前には完売でした。

オカリナコリーナの
みなさん♪

フラサークル「プルメリア」
南国の雰囲気が素敵！

ジャパン家
ボーカルスクール
のみなさん♪

アフタヌーンジャズ
クインテッドのみな
さん♪
コリーナの午後に心
地よいジャズがゆっ
たりと流れます。

ダンススポーツ「須藤高瀬組」
元日本代表のかっこいい演技！
様々な種類のダンスをご披露い
ただきました。

コリーナミュージック
サークルの皆さん♪
一緒に音楽やってくれ
る仲間募集中です！！

鉄道クイズ

mailto:colina.commu@gmail.com

