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たより「星のふるさと清里」は、上越市ＨＰでご覧いただけます。 http://www.city.joetsu.niigata.jp/life/6/63/

平成29年度地域活動支援事業を追加募集します！！
４月に募集しました地域活動支援事業は、提案事業の
補助金希望額が清里への配分額に達しなかったため、次
のとおり追加募集を行います。私たちの地域を「もっと
住みやすく、もっと元気にする」ために、まちづくり活
動に取り組んでみませんか。
【地域活動支援事業の目的】
身近な地域における課題解決や地域の活力向上に向
け、住民の自発的・主体的な地域活動を推進する。
【清里区の採択方針】
清里区の地域課題の解決や地域の活性化に取り組む
活動を支援します。「私たちの地域をもっと住みやす
くする」ために、地域住民等が自主的・主体的に取り
組む新規性・発展性のある事業を優先して採択します。
１ 優先して採択する事業
(1) 地域の健康福祉、青少年の健全育成を図る事業
(2) 地域の歴史文化、スポーツ活動を図る事業
(3) 地域の環境改善、景観づくり、自然環境保全を図
る事業
(4) 地域の資源を活かした地域振興及び地域を担う人
づくりを図る事業
(5) 地域の安全・安心を図る事業
２ その他の事業
優先して採択する事業以外に、地域課題を主体的に
捉え、広く地域の活性化につながる事業

・・・ビュー京ヶ岳 情 報・・・

■ 補助率等について
(1) 補助率は、補助対象経費の100%以内とし、審査の
結果、補助率を引き下げる場合があります。
なお、活動に必要な備品を購入する場合は、レン
タル等で導入経費を節減できない理由や、後年度の
活用予定、管理体制を明確にした任意の書類を申請
時に添付してください。
(2) 補助金額は１件５万円以上とし、千円未満を切り
捨てた額とします。
■ 審査について
(1) 書類審査のほか、地域協議会において事業提案者
によるプレゼンテーションを行います。
(2) 基本審査（地域活動支援事業の目的に適合してい
るか）、採択方針審査（清里区の採択方針に適合し
ているか）、共通審査（公益性・必要性・実現性・
参加性・発展性の５項目で採点）により、優先して
採択する事業のうち共通審査の評点の高い順に採択
します。
■ 提出書類について
上越市地域活動支援事業提案書及び添付書類(会
則、会員名簿、見積書等)
■ 募集期間:６月１日(木)～６月23日(金)
■ 申込･問合せ:総務･地域振興グループ
☎528-3111(内線222)

☆☆☆星のふるさと館情報☆☆☆

■ 観光交流施設「ビュー京ヶ岳」オープン！！

■ 木星は今が見頃！！

山荘京ヶ岳は、４月から通称を「ビュー京ヶ岳」と
してオープンしました。皆さまのご利用をお願いいた
ます。
★ 利用案内（日帰り、予約制）
会合・懇親会、各種イベント、交流研修会などお気
軽にご利用ください。
・利用人数：団体・グループ10人以上から利用可能(送
迎サービスを行います。
・予 約：７日前までに清里まちづくり振興会へご連
絡をお願いします。
・利用期間：４月～12月末まで
★ 会食料金のご案内（送迎、税込）
・星コース 3,500円(料理)・池コース 2,500円(料理)
・飲物･酒類１名 1,500円～・ランチ1,000～2,000円
※その他のプランについては、ご相談ください。

太陽が沈み、夕闇が濃くなってくる南の空に目を向
けると、おとめ座の１等星スピカの近くに一際目立つ
明るい星を見付けることができます。
これはジュピターと呼ばれる木星です。太陽系最大
のガス惑星です。星のふるさと館の６５㎝反射望遠鏡
で見ると、表面の縞模様や渦が良く分かります。また、
運が良ければ木星を回る４つのガリレオ衛星を見るこ
とができます。毎週金・土曜日、午後７時からの観望
会にお出掛けください。（雨天・曇天中止）

M31アンドロメダ銀河（距離230万光年）

木星：星のふるさと館撮影

＜申込･問合せ：清里まちづくり振興会 ☎529-1218＞

＜問合せ：星のふるさと館 ☎528-7227＞
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清里区ほっとカレンダー
【区】:区総合事務所
【コ】:ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ
【櫛】:櫛池生涯学習Ｃ
【小】:小学校
【中】:中学校
【保】:保育園
【子】:子育て支援Ｃ
【板保】:板倉保健ｾﾝﾀｰ

528-3111
528-3111
528-7007
528-4634
528-4068
528-3205
528-3205

Ｈ29.5.15 ～
Ｈ29.6.20
【京】:ﾋﾞｭｰ京ヶ岳
【星】:星のふるさと館
【ス】:ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
【診】:診療所
【歯】:歯科診療所
【活】:活性化施設
【公】:ｽﾎﾟｰﾂ公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

528-4100
528-7227
528-7300
528-3313
528-4180
528-7350

５月 春の坊ヶ池

■ レディース健診の受付を行っています

5/15 月

毎年、清里スポーツセンターで実施しているレディー
ス健診を、今年は６月１日(木)と10月２日(月)に行いま
す。レディース健診には定員があり、申込順に受け付け
をしていますので、ご希望の方は清里区総合事務所まで
お申し込みください。他の会場の申込みも清里区で可能
です。検診日程等の詳細は、４月に全戸配付した「上越
市健康診査カレンダー」をご覧ください。
★ 申込先：市民生活･福祉グループ
☎528-3124(内線124)

16 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
★第２回地域協議会 13:30～ 【区】

19 金 ★観望会 19:00～22:00 【星】

★清里小学校運動会 9:00～15:00 【小】(雨天翌日)

20 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】
21 日

23 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
★第３回地域協議会 15:00～ 【区】

26 金 ★観望会 19:00～22:00 【星】

■ 清里方面隊部隊訓練・操法競技会の開催について
日ごろの訓練の成果を披露しますので、ぜひご覧くだ
さい。
★ 日 時：６月４日(日) ８:00～12:00
★ 会 場：清里スポーツ公園下のグラウンド駐車場
★ 問合せ：総務･地域振興グループ
☎528-3111(内線223)

27 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】
28 日
★レディース健診 12:30～15:30 【ス】

6/1 木 ★地域活動支援事業の追加募集受付 (～6月23日) 【区】
2 金 ★観望会 19:00～22:00 【星】

■ 特設人権相談の開催について
3 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】

親子、離婚、扶養など家庭内の問題や金銭上の問題、
近隣間のもめごと、いじめや体罰などの人権問題の相談
をお受けします。
★ 日 時：６月10日(土) 10:00～14:00
★ 会 場：清里区コミュニティプラザ２階会議室
★ 問合せ：総務･地域振興グループ
☎528-3111(内線226)

4 日 ★清里方面隊部隊訓練・操法競技会 8：00～12：00 【公】
★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

6 火 ★行政相談 9:00～11:00 【コ】
9 金 ★観望会 19:00～22:00 【星】

★特設人権相談 10：00～14：00 【コ】

10 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】

■ 親子ふれあい教室の開催について
「パラシュートあそびと七夕飾りを作りましょう！」

11 日

親子体操と七夕飾りの工作を行います。幼児、小学校
低学年の親子なら、どなたでも気軽に参加いただけます。
★ 日 時：６月18日(日) 10:00～11:30
★ 会 場：清里活性化交流施設
★ 講 師：健康運動実践指導者 大槻久美さん
★ 問合せ：清里地区公民館 ☎528-3125(内線233)

12 月 ★七夕フェアー (～7月6日) 【星】
14 水 ★第23回清里区シニアゲートボール大会 8:30～16:00 【活】
15 木 ★乳幼児集団健診（3か月、１歳6か月、3歳） 【板保】
★乳幼児集団健診（1歳、2歳、2歳6か月） 【板保】

16 金 ★観望会 19:00～22:00 【星】

■ 公民館図書室からのお知らせ

17 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】
18 日 ★親子ふれあい教室 10:00～11:30 【活】
20 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

■ 水の事故に注意しましょう
これからの時期は、海や川、湖などへ出かける機会
が多くなり、水による事故が心配されます。海や川、
湖などに出かけるときは、水の事故に注意しましょう。
★ 水の事故を防ぐポイント
・子どもから目を離さない
・海や川、湖などで遊ぶときは、ライフジャケットを
着用する
・危険な場所に近づかない
・気象情報に注意する

公民館図書室(清里スポーツセンター内)に、高田図書
館の図書50冊が設置されました。一般書30冊と児童書20
冊があり、概ね２か月ごとに入れ替わります。高田図書
館の貸出カードが無い方でも借りることができますので、
ご利用ください。
★ 問合せ：教育･文化グループ
☎528-3125(内線234)

■ 清里区の人口と世帯数
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★平成29年４月末日現在
男
1,389人
女
1,373人
計
2,762人
世帯数
891世帯

（ ）は前月との比較
（-11）
（- 9）
（-20）
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