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・マイナポイント出張設定支援会
11月15日(水)にマイナポイントの出張設定支援会を公民館で行います。マイナポイント
とは、マイナンバーカードを使って申し込んだキャッシュレス決済サービスでチャージ
をすると利用金額の25％分のポイントがもらえる仕組みです。矢板市職員がコリーナ
公民館に出張し、マイナポイントの申し込み設定をお手伝いしてくれます。※
マイナンバーカードの申し込みではありませんのでご注意ください。
電話での予約が必要なので、矢板市市民課43⁻1117までお問い合わせください。

・コリーナ公民館一斉清掃のお知らせ
12月3日(土)9：00～公民館の一斉清掃を行います。公民館を利用している各サークルの
方はぜひご参加をお願いいたします。。窓ふきやすす払いなど、普段掃除ができない場
所を年末に向けて大掃除します。ご負担のない範囲でのご参加をよろしくお願いします。

・管理組合の役員改選について
コミュニティの役員会は管理組合役員の兼任と若干名の専任コミュニティ役員で構成さ
れていますが、その管理組合役員が来年4月で改選となります。管理組合兼コミュニ
ティ役員として活動していただける方を募集しています。活動の詳細などについてご説
明させていただきますので、事務局までお知らせください。

お知らせ

コリーナにも本格的な秋の訪れがやってきま

した。早いものから紅葉も始まり、赤く色づ

いている木々が見られました。ススキの穂が

キラキラと光って、コスモスにシュウメイギ

ク、マリーゴールドが秋の日を浴びてとても

気持ちよさそうでした。

柿もたわわになり、重そうに枝を垂れていま

す。動物たちもまだ昼間は暖かいこの季節の

お散歩は楽しそうです♪

自然豊かなコリーナですが、車で通り過ぎて

しまうだけでは気づかない、たくさんの秋に

出会えました！まだまだ掲載したい秋の

風景はHPに掲載いたします。

ぜひご覧ください。

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
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 　游和会 　俳句ｸﾗﾌﾞ季座 フラサークル ミュージックサークル
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　数独の会  　游和会 　　健康教室
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13時～16時 13時30分～ 13時30分～
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12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日

10～12時 9時30分～12時 10時～

 　游和会 　数独の会 フラサークル

　  公民館11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）　　 ・コリーナミュージックサークル
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朝夕と寒さを感じることが増え、日増しに秋の気配を強く感じます。
自然あふれるコリーナには秋の訪れを感じられるスポットがたくさんあります。
気持ちの良い季節、コリーナの秋を探してみませんか？



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。11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。送迎も可能です。
場所：マイホームコリーナ

みんなの広場

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

コリンタ号からのお知らせ

運営会からのお願い

10月19日(水)にホテルコリーナにて敬老お祝いの会が開催されました。

お祝いの会が無事に終わり、秋のイベントもひと段落。サークル
活動も活発になってまさに秋らしいコリーナの特集となりました。
参加募集している活動もたくさんあります！公民館の最新空き状
況についても事務局までお気軽に。(編集&お祭り担当：長田)

ルール違反の投棄が発生！
10月3日時点での段ボール投棄の状況です。
10月28日(金)が段ボールの回収日です。それまでステー
ションに放置しておくわけにはいかないので、回収して公
民館に保存しています。持ち主が判明したら返却する場合
もありますのでご了承ください。
NO12のステーションでは「不燃物回収できません」と張
り紙してあるゴミがありました。割れたグラスや可燃物、
その他雑多な不燃物と思われるものが分別されず紙袋に入
れられていました。また、個人使用とは思えない大量のワ
インの瓶が捨てられていました。もし営業で使われたもの
であれば不法投棄にあたります。
コミュニティ会員のごみの集積場です。それ以外のごみは
絶対持ち込まないようお願いいたします。

コリンタ号運行から一年たち、コリーナにしっかりと根
付いてきたと実感しています。一日10人程度の利用者を
見込んで運行を開始しましたが、今では一日のべ30人の
方にご利用いただく日もあります！

＊年間パスでコリンタ号のサポートを！
すでに年間パスはコリーナにお住いの100世帯の方に購入
していただいています。引き続き2年目もパスの購入をお
願いします。まだ購入されていない方も、いつかコリン
タ号があってよかったと思う日が来るかもしれません。
その時のためにぜひ今からサポートをお願いします。

＊コリンタ号の運転手さん募集中！
現在、10月から古橋さんが加わって7名のレギュラー運転
手の方で運行しています。仕事や家族、健康などの理由
で急きょ運転できなくなることなどもあり、
ギリギリの中でシフトを組み、
運行しています。
末永い運行のため、運転手として
登録していただける方を
募集しています。興味のある方は
コリーナコミュニティ事務局まで。

野焼きは法律で禁止されています！
落ち葉や枝木の処理に適した季節になりました。落ち
葉や枝木の野焼きは絶対にやめてください！法律で禁
止されています。処理は指定ゴミ袋に入れて燃えるゴ
ミに出すか、森のエコ広場をご利用ください。エコ広
場をご利用の際は必ず事務局まで。矢板市HP↓
https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukan
kyou/openburning.html

みんなの掲示板

スピーカー、アンプ、ミキサー、マイクなどの機材を山口
さんからコミュニティに寄贈していただきました。
ありがとうございます。
現在カラオケサークルで使用しています。
そのほか、ご使用を希望される方は
事務局までご連絡ください。

音楽サークルと美術サークルが活動をスタートしました！
音楽サークルは月3回の定期活動。公民館の広間で公開練習ライブを開催し
ています。歌ってみたい・楽器を弾きたい方、ぜひ足をお運びください。
楽器や歌を教わってみたい、教えられるという方も募集しています。
また、美術サークルは11月1日(火)～展示をスタートします。今回は絵画と
ディスプレイを展示します。こちらも展示にご参加いただける方を募集し
ています。制作された作品を展示しませんか？また、絵画を教わってみた
いという方も歓迎。
どちらもコミュニティ事務局までお問い合わせください。

50名近い方にお集まりいただき、
11時から14時ころまでにぎやか
な時間を過ごしました。お食事
をしながら、戸井会長から生活
全般や困りごとの相談窓口につ
いてなどの説明をしていただき
ました。健康体操や吉住さんの
マジックにハーモニカ、菊地さ
んの踊りなど余興も楽しみまし
た。事務局としても、
歳を重ねても安心して
過ごせるコリーナであ
り続けられるよう、
引き続き対応して
参りたいと思って
います。ご参加いただ
いた皆様ありがとう
ございました！！

11月16日(水)13:30～ コリーナ公民館にて
ご参加いただける方を募集しております。
お問い合わせはお気軽に。
℡:0287-47-4135  世話人:野乃かさね

初めての俳句
俳句クラブ「季座」始まります

mailto:colina.commu@gmail.com

