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星のふるさと清里
２０１７．９．１５ ＶｏＬ.１０５
上越市清里区荒牧18番地

【発行・編集】清里区総合事務所

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/

今年も清里は、サマカニで熱く燃えた！！
今年で34回目の「サマーカーニバルきよさと坊太郎祭り」が８月５日（土）に開催され、清里区内外か
ら３，８００人の来場者がありました。朝９時、坊太郎伝説が伝わる坊ヶ池から聖水を汲み上げ、聖水神
輿にのせて坊太郎役の中尾加奈さんを先頭に約15ｋｍを渡御し、祭り会場の清里中学校駐車場まで運びま
した。会場では清里小学校音楽部、清里中学校吹奏楽部の演奏のほか、パフォーマンス大会などで出演者
と来場者が一体となったステージが繰り広げられ、きよさと龍神太鼓の演奏と大納涼花火大会が感動のフ
ィナーレを飾りました。

☆☆☆ 星 の ふ る さ と 館 情 報 ☆☆☆

＜問合せ ☎528-7227＞

「天高く馬肥ゆる秋」。
秋の空は、気温と湿度の低下や大気の安定などから、空気が澄んで高く美しく見えます。また、秋の
夜空は、明るい星が少なくなり、少し寂しさを感じますが、その分、月がよく見えます。隕石が落下し
たのも約100年前の秋でした。今年の秋は、ぜひ「星のふるさと館」へ天体観測においでください。
★櫛池隕石落下記念観望会

★中秋の名月を見る会

大正9年9月16日に落下した櫛池隕石を記
念して、観望会を開催します。
・日時…９月16日(土)午後６時～午後８時
・場所…櫛池隕石落下公園(上中條581-4)
・参加費…無料
（雨天等の場合は、星のふるさと館で、
プラネタリウムを上映します）

☆☆☆ お 知 ら せ ☆☆☆

中秋の名月は、必ずしも満月ではないこと
をご存知ですか。望遠鏡で見るお月見は、新し
い感動です。
・日時…10月４日（水）午後６時～午後９時
・入館料…大人450円、小・中学生300円
（雨天等の場合は、プラネタリウム観賞）
くしりん、びっくり！！！
７月にデジタル化になったプラネタリウムの利用者が、
２，５００人を超えました！ありがとう。

★９月13日からプラネタリウム番組が、「夏の星座」から「秋の星座」に変わります。
★９月29日の観望会では、スマホで月の撮影に挑戦します。待ち受けなどにピッタリです。
★金・土曜日に実施している観望会は、10月から午後６時から午後９時までになります。
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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

Ｈ29.９.15 ～
Ｈ29.10.20
【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

９月光ヶ原から望む坊ヶ池

★診療所臨時休診 【診】

■ 秋の交通事安全運動

9/15 金 ★観望会 19:00～22:00 【星】

★運動期間：９月21日(木)から９月30日(土)
★交通死亡事故ゼロを目指す日：９月30日(土)
★運動の目的
この運動は、夕暮れの早まりと秋の行楽期が重なる
時期に交通事故が多発することから、広く市民に交通
安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正
しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通
事故防止を図ることを目的に実施します。
★スローガン「十五夜の 月より輝く 反射材」
★運動の重点
・子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交
通事故防止
・夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗車中の交通事故
防止
・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶
・横断歩行者の保護(新潟県重点)
★問合せ：総務･地域振興グループ(☎528-3111）

★隕石落下記念観望会 18:00～20:00 【隕石落下公園】
16 土 ★きよさと保育園運動会 8:30～12:00 【ス】

17 日 ★観望会 19:00～22:00 【星】
18 月 敬老の日
19 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
20 水 ★診療所臨時休診 【診】
★診療所臨時休診 【診】

21 木 ★秋の交通安全運動 (～9月30日）
22 金 ★観望会 19:00～22:00 【星】
秋分の日

23 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】
24 日
26 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
29 金 ★観望会「スマホで月」 19:00～22:00 【星】
30 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】
10/1 日
★レディース検診 12:30～15:30 【ス】

2 月 ★インフルエンザ予防接種の予約開始 【診】
★乳幼児集団健診（3か月、１歳6か月、3歳） 【板保】

3 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

■ 診療所からのお知らせ

★第7回地域協議会 15:00～ 【区】
4 水 ★中秋の名月を見る会 18:00～21:00 【星】
★乳幼児集団健診（1歳、2歳、2歳6か月） 【板保】

10月２日(月)からインフルエンザ予防接種の予約を
開始します。予約を希望される方は、清里診療所にお
問い合わせください。接種の開始は10月28日(土)から
です。
★臨時休診日：９月15日(金)・20日(水)・21日(木）
★問合せ先：清里診療所(☎528-3313）

6 金 ★観望会 18:00～21:00 【星】
7 土 ★観望会 18:00～21:00 【星】
8 日 ★第54回清里区体育祭 8:30～12:30 【公】
9 月 体育の日

■ 10月29日執行 上越市長選挙について

13 金 ★観望会 18:00～21:00 【星】

上越市長選挙の投票日は、10月29日(日)です。
大切な一票です。忘れずに投票しましょう。

14 土 ★観望会 18:00～21:00 【星】
15 日

★期日前投票について

17 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

投票日に仕事や旅行などで投票所に行くことができ
ない方は、期日前投票をご利用ください。
清里区コミュニティプラザを含む
市内16か所の、どの期日前投票所
でも投票ができます。
投票するときは、入場券を忘れず
にお持ちください。

18 水 ★第43回清里区敬老会 10:30～13:00 【ス】
20 金 ★観望会 18:00～21:00 【星】

■ ストップ！農作業事故
稲刈の時期となり、農作業事故の危険性が高くなりま
す。以下の点に注意して作業を行いましょう。
【事故防止のポイント】
・適度に休息をとり、ゆとりをもって作業しましょう。
・コンバインやトラクターでほ場に出入りするときは、
十分に注意して、転倒や転落を防ぎましょう。
・コンバインや乾燥機など機械整備の点検は、必ずエ
ンジンを停止してから行いましょう。

■ 守りましょう！飼い主のマナー

★期日前投票の日時
10月23日(月)から10月28日(土)までの毎日、午前８
時30分から午後８時まで。
★問合せ：清里区総合事務所 選挙管理委員会事務局
（☎528-3111）

■ 清里区の人口と世帯数

「散歩のときにフンの後始末をしない」「放し飼いに
している」など、飼い犬に関する苦情が多く寄せられて
います。あなたのペットが他人の迷惑にならないよう、
次の点に気を付けましょう。
・フンは必ず自宅に持ち帰る
・他人の所有物(玄関先や畑など)
に排尿させない
・散歩用のリード(ひも)を必ず
つける
★問合せ先：市民生活･福祉グループ
（☎528-3124)
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★平成29年７月末日現在 （ ）は前月との比較
男
1,372人
（- 1）
女
1,361人
（- 2）
計
2,733人
（- 3）
世帯数
888世帯
（- 3）
★平成29年８月末日現在 （ ）は前月との比較
男
1,371人
（- 1）
女
1,360人
（- 1）
計
2,731人
（- 2）
世帯数
891世帯
（+ 3）

