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・役員会の日程
5月12日(木)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。

・公民館をぜひご利用ください。予約システムも準備中！
公民館を幅広く活用していただくため、ルール作りや清掃、予約等について検討中。
現在は、ホール、会議室、屋外をお電話にて予約可能です。事務局までお電話や
メールでお問い合わせください。新しくなったHPからも予約できるようにシステム
も準備しています。コリーナの皆様にとって身近で使いやすい場所になるよう
進めているところです。今後にご期待ください♪

お知らせ

新一年生のご紹介
今年は小学校に4名の子供たちが入学しました。
元気に毎日を楽しんでね。

佐藤 心(7班)
(さとう こころ)
おべんきょう＆
ゴルフをがんばります

芳賀こはる(5班)
(はが こはる)
友達いっぱい作りたい☆

矢田 叶向(4班)
(やだ かなた)
お勉強頑張る！！

菅野蒼太(3班)
(すがの そうた)
小学生になったら、運動もお
勉強も頑張るぞー

子ども達も元気に新学年をスタート！
今年度、育成会の会長をつとめます、
秋元です。
小学1年生は4名が、中学1年生は3名が仲間
入りしていますので、登下校など温かく見
守っていただければと思います。
新型コロナの影響で思うように活動できま
せんが、状況を見て、子どもや親同士、地
域の方々と交流できればと思いますので、
よろしくお願いします！ 9班 秋元幸菜

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

13時～ 9時30分～12時

卓球クラブ 　数独の会

13時30分～16時30分 13～15時 13時30分～ 13時30分～

カラオケ会 　囲碁教室 フラサークル ふれあいの会

8 9 10 11 12 13 14

13時～ 10時～ 9時30分～12時 10時～ 15時30分～18時30分

卓球クラブ ﾏｰｼﾞｬﾝｻｰｸﾙ 　数独の会 フラサークル カラオケ会

13～15時

　囲碁教室

15 16 17 18 19 20 21

10～12時 13時～ 9時30分～12時

 　游和会 卓球クラブ 　数独の会 　

13時30分～16時30分 13～15時 13時30分～

カラオケ会 　囲碁教室 フラサークル

22 23 24 25 26 27 28

13時～ 10時～12時 10時～

卓球クラブ 游和会・いきいき体操 フラサークル

13～15時

　囲碁教室

29 30 31 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日

13時30分～16時30分 13時～ 9時30分～12時

カラオケ会 卓球クラブ 　数独の会

13～15時 13時30分～

　囲碁教室 フラサークル

　  自治会・公民館5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　

・マージャンサークル　 ・俳句サークル瑞季　 ・たいちクラブ

　第2火曜 10時- 　第4土曜 13時- 木曜日 10:00-12:00

　数田 090-4204-5641　 　高橋 090-4091-7745 三浦　080-6631-6159

10～12時
ｸﾞ ﾝ ﾞ ﾞﾙ 
たいちクラブ

13時～
卓球クラブ

13時～役員会

10～12時
ｸﾞ ﾝ ﾞ ﾞﾙ 
たいちクラブ

13時～
卓球クラブ

10～12時
ｸﾞ ﾝ ﾞ ﾞﾙ 
たいちクラブ
13時～

卓球クラブ

10～12時
ｸﾞ ﾝ ﾞ ﾞﾙ 
たいちクラブ

13時～
卓球クラブ

10～12時
健康教室

13時～

俳句ｻｰｸﾙ瑞季

15:30～18:30

カラオケ会

10～12時
游和会
ｸﾞ ﾝ ﾞ ﾞﾙ 
たいちクラブ
13時～
卓球クラブ

新中学1年生は3名です！
鈴木 範人(すずき はんと)さん 1班
小川 健多（おがわ けんた)さん 4班
木村 志織（きむら しおり)さん 7班
長谷川いおり(はせがわ いおり)さん6班
斉藤光(さいとうひかる)さん玉田



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

高齢者やお子さんまで、どなたでも一緒に楽しい時間を過ごしません
か？体操をしたりお茶を飲んだり、やりたいことをご一緒に♪
介護が必要な方からのご相談やアドバイスも行っています。
日程：5月22日(日)13：00～15：00
みなさんのご希望などをお伺いしながら、
どんなことをやるか決めていきます♪
どなたでもお気軽にお越しください。

”みんなの掲示板“を使ってください

●公民館駐車場横の掲示板
●“みんなの広場”スペース
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

【クイック整体 整え屋】
人気の整体、酸素カプセル、パーソナルトレーニング、３点インソール、
飲めるアロマオイル、飲むヒューミックミネラルに引き続き、
幹細胞活性パッチを新規導入することになりました。
お問い合わせお待ちしております。

店主 古谷幸樹（フルヤコウジ）H-1784
10時～20時木曜定休 完全予約制
tel/fax  0287-48-0831 /090-3086-8034
Mail cozyfuruya@icloud.com

みんなの広場
4月のコリーナだよりでもお知らせしました花壇登録に
ついて、ご連絡やお問い合わせをいただきありがとう
ございました。6月から定期草刈りが始まります。
登録いただいた花壇には看板を立て、草刈り時に誤っ
て刈ることのないようにいたします。
また、高さに関する基準は設けないこととしました。
登録者の方は、歩行者と車の視界確保、
美観を損ねない植栽の手入れを
お願いいたします。
登録ご希望の方、ご不明点などは
下記お問い合わせ先
（コリーナコミュニティ）まで。

4月の役員会にて
コミュニティ役員の
担当が決まりました。
どうぞよろしくお願い
いたします。

コリンタ号からのお知らせ

運転者ミーティングを開催しました

コリンタ号の運行開始から半年。
運転者、バス運営会、事務局、矢板
市公共バス担当者、それぞれの立場
からの問題点や改善点と利用者から
の要望を共有するために開催されま
した。アンケート結果とともに詳細
は6月号のコリーナだよりに
掲載予定です。

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。

4月より市報やコリーナだよりを各戸へ配布してくれている

ポスティングメンバーさんをご紹介します。みなさんとってもお元気！

どうぞよろしくお願いいたします。

井艸明子さん（6班）「配布中にお会いした時はよろしくお願いします」

髙橋慶子さん（2班）「お年寄りが配っています。よろしくお願いします」

岡部礼子さん（8班）「よろしくお願いします」

日程：6月4日(土)
今までは班単位で行ってきた一斉清掃ですが、
今回からはお配りする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。
また、公民館では清掃と同時に周辺の草刈りを
一時間程度行います。

草刈り隊・有志の方、募集中！！
8：30に公民館にお集まりください。
お手持ちの道具があれば
ご持参ください。
一緒に綺麗にしましょう！

息子が生まれてからテレビを観なくなりました。見るのはもっぱ
ら幼児番組のみ。不便になるかと思いましたが、逆に心の落ち着
きを感じます。情報は必要ですが「今の自分」と切り分けて、惑
うことなく穏やかな春を過ごせたらいいなと思っています。(長田)

確認されたポイントはこちら。
・乗車は停留所のみですが、降車はコリーナ内のバスルート上ならどこ
でも可能です。（コリーナ外は停留所のみです）
・ルート変更や停留所の増設・増便は矢板市の交通会議の承認後、県の
認可が必要です。申請から数カ月かかります。
・小学生の多い午後の便は、育成会と連携して他の利用者に影響を及ぼ
さない範囲で柔軟に対応します。

4月からゴミステーションの管理をコミュニティが
行っています。回覧物の掲示も行っています。
修理やお困りごとの解決もいたします。
気になることや不法投棄があったなど、なにか
ありましたらコミュニティまでご連絡ください。

綺麗で使いやすいゴミ
ステーションになるよう、
皆様のご協力をお願いいた
します。
ステーション⑨。
掲示物が張れるよう改修し
ました！

コリーナを綺麗に！一斉清掃

役職 区画

会長 Ｃ-850

副会長 Ｆ-1357

公民館長 Ｈ-1839

理事 Ｃ-841

理事 Ｆ-1360

理事 Ｃ-716

理事 Ｈ-1784

監査役 Ａ-168

監査役 Ｇ-1658

名前 兼務職・担当業務 ひとこと

戸井　出琉
区長　施設管理組合理事長

バス運営会会長

「楽しい街、豊かな街、あたたかい街、コリー

ナ」をみんなの力で作っていきましょう！

井艸　泰正
事務局長、総務、会計

　片岡コミュニティ委員長
コロナに負けない！住民親睦を目指します。

岡部　伸雄
公民館長

共聴施設・防犯灯
趣味はスペイン語です。

千葉　陵一 自然環境 自然とうまく共生していきましょう。

浅香　充宏 自主防災 ピックルボールを頑張っています。

古谷　幸樹
自主防災、

自然環境、住民親睦

整体の仕事で忙しいですが

迷惑にならないよう頑張ります。

和気　泰司 生活環境、自然環境 一緒に綺麗なコリーナにしましょう。

阿久澤　真理 管理組合監事
コリーナが住みやすく住んでよかったと思える街になっ

ていくよう微力ながら関わっていきたいと思います。

和気　博通 管理組合監事
畑、ガーデニングと真空管アンプの

追試をしております。

mailto:colina.commu@gmail.com
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