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星のふるさと清里
２０１７．１０．１５ ＶｏＬ.１０６
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/

スポーツの秋 第54回清里区体育祭開催！
10月８日(日)にスポーツ公園グラウンドを会場に第54回清里区体育祭が開催され、約６００人が参加
しました。区内８ブロック対抗で、ざる引きリレーなどの８種目で競い、第４ブロックが優勝しました。

☆☆☆ 星 の ふ る さ と 館 情 報 ☆☆☆

＜問合せ ☎528-7227＞

7月にデジタル式に生まれ変わったプラネタリウム。
おかげさまで、たくさんの人から星のふるさと館に
お越しいただき、平成17年の合併以降、最高の入館者
数を記録できそうです。
「思った以上の迫力だった」、「まるで宇宙に浮いているような
感覚になった」、「子どものころ見たが、イメージが全然違う。感
第７回
動した」、「たまに空を見ようと思いました」、
「解説が楽しかった」などなど、
星の文化祭
うれしい感想を
みなさんから寄せられた天体に関する
たくさんいただいています。
写真、工作、俳句、短歌等の作品を中心
に、星のふるさと館の活動の様子などを
大好評！ポラリス
展示します。
▼期間：11月3日（金）～20日（月）
プラネタリウム全天周番組
▼場所：星のふるさと館
「ポラリス」も好評上映中です。
▼入館料：大人450円 小中学生300円
まだご覧になっていない方、
※プラネタリウムをご利用の場合は、
大人600円 小中学生400円です。

もう一度見たい方、
ポラリスの上映も
残り１か月余りとなりました。
見逃し厳禁？！です。

秋の夜長は、観望会
初めての方、大歓迎。望遠鏡で星を観測します。
▼実施日：毎週、金・土曜日（11月は土曜日のみ）
▼時間：午後6時～午後9時

＜冬期休館のお知らせ＞
１２月１日から平成３０年３月３１日まで休館します。

※曇天など、見えない日は中止します。
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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

10/15
16
18
20

日
月
水
金

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

Ｈ29.10.15 ～
Ｈ29.11.20
【京】:ビュー京ヶ岳
(問合せ先)
【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
529-1218
528-7227
528-7300
528-3313
528-4180
528-7350

★ビュー京ヶ岳ランチ開館 11:00～14:00 【京】

10月 整備された
白看板城址山道

■ 診療所からのお知らせ

★上越市長選挙期日前投票 (～10月21日) 8:30～20:00 【コ】

インフルエンザ予防接種の予約を受け付けています
ので、希望される方は早めにお申込みください。接種
の開始は10月28日(土)からです。
★ 接種料金：65歳以上 1,620円、13歳以上 2,700円
13歳以下 2,700円(1回)
★問合せ先：清里診療所(☎528-3313）

★第43回清里区敬老会 10:30～13:00 【ス】
★観望会 18:00～21:00 【星】
★清里中学校文化祭 9:00～16:30 【中】

21 土 ★観望会 18:00～21:00 【星】
★ビュー京ヶ岳ランチ開館 11:00～14:00 【京】
★清里小学校文化祭・清里区生涯学習フェスティバル
8:30～15:00 【小】
22 日 ★衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査・上越市長
選挙投票日 7:00～19:00 【コ】
★ビュー京ヶ岳ランチ開館 11:00～14:00 【京】
★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
24 火 ★特設行政相談 9:00～11:00 【活】
27 金 ★観望会 18:00～21:00 【星】

■ ビュー京ヶ岳「秋のランチ開館＆新そばまつり」開
催のお知らせ
★秋のランチ開館：10月14日(土)･15日(日)･21日(土)
22日(日)･28日(土)･29日(日)･11月3日(金)･4日(土)
★新そばまつり：11月５日(土)
★新そばの日：11月12日(日)･19日(日)･26日(日)
★時間：11:00～14:00
★会場：ビュー京ヶ岳
★問合せ：NPO法人清里まちづくり振興会(☎529-1218)

★観望会 18:00～21:00 【星】

28 土 ★ビュー京ヶ岳ランチ開館 11:00～14:00 【京】
★清里･ブナの森ハイク 8:30～16:00 【信越トレイル】

29 日 ★ビュー京ヶ岳ランチ開館 11:00～14:00 【京】
31 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
11/2 木 ★乳幼児集団健診（3か月、１歳6か月、3歳） 【板保】

■ 10月22日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁
判官国民審査・上越市長選挙について
衆議院議員総選挙が10月22日(日)投開票となったこ
とを受け、上越市長選挙も10月22日に合わせて投開票
することに変更しました。
★期日前投票について
投票日に仕事や用事、旅行などで投票所へ行くこと
ができない方は、期日前投票を利用してください。清
里区コミュニティプラザほか市内の期日前投票所で投
票ができます。投票の際は、入場券をお持ちください。
・衆議院議員総選挙：10月11日(水)～10月21日(土)
・上越市長選挙：10月16日(月)～10月21日(土)
・時間：８:30～20:00
★問合せ：清里区総合事務所(選挙管理委員会事務局)
（☎528-3111）

文化の日

3 金 ★第７回星の文化祭 (～11月20日) 10:00～17:00 【星】
★ビュー京ヶ岳ランチ開館 11:00～14:00 【京】
★観望会 18:00～21:00 【星】
4 土 ★ビュー京ヶ岳ランチ開館 11:00～14:00 【京】
5 日 ★新そばまつり 11:00～14:00 【京】

7 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
★離乳食相談会(概ね５か月～１歳の乳児) 【板保】

9 木 ★秋季全国火災予防運動 (～11月15日)
11 土 ★観望会 18:00～21:00 【星】

★枝木･古着･食器･小型家電製品特別収集 9:00～11:30
★自主防災組織一斉避難訓練 8:00～

12 日 ★清里区方面隊分団演習 10:00～ 【馬屋地内】
★新そばの日 11:00～14:00 【京】

18 土 ★観望会 18:00～21:00 【星】
19 日 ★新そばの日 11:00～14:00 【京】

■ 清里区秋の文化祭開催
清里区内で活動する団体やサークルをはじめ、保育
園児や小・中学校児童生徒の日頃の活動成果を発表す
る秋の文化祭を開催します。
★日時・会場
・10月21日(土) ９:00～16:30 清里中学校
・10月22日(日) ８:30～15:00 清里小学校
★問合せ：教育･文化グループ(☎528-3125）

■枝木・古着･食器・小型家電製品特別収集のお知らせ
★日時：11月12日(日) ９:00～11:30
★会場：○枝木：旧北陸農政局上越農地保全事務所(板
倉区針676番地) ○古着･小型家電･食器類：板倉区総
合事務所裏職員駐車場（板倉区針722番地1）
★ 収集するもの
・枝木は長さ３メートル以下、直径１ｍ以下とし木の
幹も対象。古着は衣類、毛布、シーツ、タオル等(人
が使用する物)を透明または半透明の袋に入れお持ち
ください。食器は皿、どんぶり、コップなどを化粧箱
か段ボール箱に入れてお持ちください。小型家電製品
はパソコン、ビデオカメラ、携帯電話など。
※ 詳しくは広報上越10月15日号をご覧ください。
★ 問合せ：市民生活･福祉グループ(☎528-3124）

■ 特設行政相談をご利用ください

■ 秋季全国火災予防運動
★運動期間：11月９日(木)から11月15日(水)
暖房器具が欠かせない季節となります。火の取扱い
には十分ご注意ください。
★全国統一防災標語
「火の用心 ことばを形に 習慣に」
★問合せ：総務･地域振興グループ(☎528-3111）

■ 清里区の人口と世帯数
★平成29年９月末日現在 （ ）は前月との比較
男
1,372人
（+ 1）
女
1,359人
（- 1）
計
2,731人
（ 0）
世帯数
891世帯
（ 0）

相談は無料で秘密は固く守られますので、お気軽に
ご相談ください。
★日時：10月24日(火) ９:00～11:00
★会場：清里活性化交流施設
★問合せ：市民生活･福祉グループ(☎528-3124)
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