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星のふるさと清里
２０１７．１１．１５ ＶｏＬ.１０７
上越市清里区荒牧18番地 （☎０２５-５２８-３１１１）

【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/

10月21・22日の両日、小･中学校文化祭と清里区生涯学習フェスティバルとの合同による「清里区秋の文化
祭」が開催され、約1,300人の来場者でにぎわいました。小学校では児童の作品展示のほか市民の作品を展示
し、ステージでは各学年の学習成果の発表と「きよさと龍神太鼓」、「八社五社保存会」、「きよさと夢爽
乱」、「ＬＯＯＰ」の皆さんのステージ発表がありました。また、中学校では各教科の学習成果や文化部、専
門委員会活動の作品が展示されたほか、各クラスによる合唱、吹奏楽部の演奏などの音楽発表会が行われ、文
化に親しむ楽しい二日間となりました。

☆☆☆ 星 の ふ る さ と 館 情 報 ☆☆☆
クリスマスが近き、イルミネーションがきれいな季節で
すね。澄み渡った11月の夜空は、頭上に輝く「秋の四辺形」
を中心に、エチオピア王家の物語にかかわる星座を楽しむ
ことができます。
また、18日にはしし座流星群が極大を迎え、流れ星も
期待できます。
観望会も残りわずか。少し早いですが、今年一年を振り
返えりながら夜空を眺めてみませんか。
寒いので、しっかりと防寒対策をしてお越しください。

「星の文化祭」開催中！

＜問合せ ☎528-7227＞

観望会
と き：11月18日(土)及び11月25日(土)
時 間：18時～21時
入館料：大人450円、小中学生300円

＜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.。
今年度、プラネタリムを全面デジタル化した星
のふるさと館に、7,000人を超す皆様にお越しい
ただきました。最終的には、はやぶさブームで記
録した平成23年度の7,279人を超し、合併後最高
の来館者数となりそうです。
関係職員一同、期待の大きさを感じるとともに、
感謝の気持ちでいっぱいです。12月1日から冬期
休館となりますが、みなさんのご期待にお応えで
きるように、魅力ある運営を目指していきます。
4月1日の開館を楽しみにお待ちください。
★ 閉館中の問合せは、教育･文化グループへ
(☎528-3125）

７回目となる星の文
化祭。皆さんから応募
のあった、星や宇宙に
関する作品を展示して
います。
小学生の工作や研究
成果、一般の方の貴重な写真など…力
作ぞろいとなっています。きよさと保
育園園児のぬり絵も、かわいさいっぱ
いです。
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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

Ｈ29.11.15 ～
Ｈ29.12.20
【京】:山荘京ヶ岳
【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

11月 信越トレイル
梨平峠入口付近

■ 健診結果の情報提供をお願いします

11/15 水 ★星の文化祭 （11月3日～20日) 10:00～17:00 【星】

40歳以上の国民健康保険に加入されている方は、だ
れもが特定健診の対象となります。職場健診やドック
健診の結果を提出していただくことで、受診したこと
になります。また、生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂
質異常症など）で治療中の方も、検査結果の情報を提
供いただくことで受診されたことになります。特定健
診の受診率が上がることで、国民健康保険税を減額さ
れることにもつながります。
手続としては、主治医に「特定健診の情報提供をお
願いします」と申し出てください。主治医から情報提
供書を書いてもらい、それを総合事務所にお持ちくだ
さい。なお、連絡をいただければ預かり伺います。
情報提供書作成にかかる手数料は一切かかりません。
国民健康保険税を減らすためにも、ご協力をお願い
します。
★ 問合せ：市民生活･福祉グループ(☎528-3124)

18 土 ★観望会 18:00～21:00 【星】
19 日 ★新そばの日 11:00～14:00 【京】
21 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
22 水 ★第８回清里区地域協議会 15:00～ 【区】
23 木 勤労感謝の日
★最終観望会 18:00～21:00 【星】

25 土 ★清里中学校オープンスクール 8：45～15:00 【中】
26 日 ★新そばの日 11:00～14:00 【京】
28 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
29 水 ★清里保育園発表会 9:00～11:30 【保】
★星のふるさと館冬期休館 （～3月31日）

12/1 金 ★清里保育園発表会 9:00～11:30 【保】
2 土 ★清里保育園発表会 9:00～11:30 【保】
3 日

■ 要援護世帯の除雪費を支援

★乳幼児集団健診（3か月、１歳６か月、３歳） 【板保】

5 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

屋根雪や玄関前などを自力で除雪することが難しい
世帯で一定の要件を満たす場合は、業者などに除雪を
依頼する経費の一部を助成します。民生委員にご相談
ください。
★ 問合せ：市民生活･福祉グループ(☎528-3124)）

★行政相談 9:00～11:00 【コ】

6 水 ★乳幼児集団健診（１歳、２歳、２歳６か月） 【板保】
9 土
10 日

■ 油断大敵！油流出事故防止

19 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

季節が冬に向かい寒くなると、暖房用として灯油な
どの油類を扱うことが多くなり、ホームタンクからの
流出事故が増加します。油の流出は少量でも広範囲に
広がり火災になりやすく、農業用水などに影響を及ぼ
します。油の流出を発見したり、油を流出させてしま
ったときは、消防署(119番)、環境保全課(☎025-5263496)、総合事務所(☎528-3124)に連絡してください。
○ 流出事故防止のポイント
・給油中は、その場をはなれない、目を離さない。
・給油後は、バルブをしっかり閉める。
・ホームタンクは転倒しないように固定し、流出防止
装置(防油堤など)を設置する。
・ホームタンクの配管に異常がないか点検する。
・除雪などで配管を傷つけないようにする。
○ 油を流出させてしまったら(応急処置)
・すぐに元栓を閉める。
・新聞紙や布などで拭き取る。
・被害の拡大につながるため、油を水で洗い流さない。
★ 問合せ：市民生活･福祉グループ(☎528-3124)

■ 道路除雪作業にご協力をお願いします
降雪期を迎え、除雪作業を迅速かつ安全に行うため、
次のとおりご協力をお願いします。
○ 車両の適切な駐車
・除雪作業に支障がありますので、路上駐車はしない
でください。
○ 樹木や消雪施設の適切な管理
・樹木や消雪用ホースが道路に出ていると、除雪車に
接触し除雪できないことがあります。適切に管理し
てください。
○ 作業中の除雪車に近寄らない
・除雪作業中は運転席からの見通しが悪く、事故に巻
き込まれる危険がありますので、除雪車には絶対に
近寄らないでください。
○ 敷地内から道路への雪出し禁止
・敷地内から道路へ雪を出した場合、通行が妨げられ
事故のおそれがあります。敷地内の雪は道路に出さ
ないでください。なお、屋根雪等の処理のため一時
的に道路に雪を置く場合は、事前に市に連絡を入れ
るとともに、早急に撤去をお願いします。
○ 玄関前、車庫前の雪処理
・除雪車は道路脇に雪をかき分けて除雪します。玄関
前や車庫前に残る雪の処理は、各家庭等でお願いし
ます。
○ 急な降雪や暴風雪に備えた準備
・車の立ち往生やスリップ事故は、除雪作業を遅らせ
る原因のひとつです。初雪が早い山間地域などは、
スノータイヤの早めの装着をお願いします。また、
暴風雪時に外出する場合は、気象情報等に注意し十
分な装備をお願いします。
★ 問合せ：総務･地域振興グループ(☎528-3111）

■ 冬期間の火災予防について
これからの季節は、暖房器具などの火気を使用する
機会が増えます。自宅や地域を火災から守るため火の
取扱いに注意し防火に努めましょう。また、住宅用火
災警報器は、ほとんどが内臓電池で動いており、多く
は約10年で電池切れを迎えます。正常に作動するよう
電池切れや故障に注意しましょう。
★ 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
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★平成29年10月末日現在
男
1,376人
女
1,359人
計
2,735人
世帯数
892世帯

（ ）は前月との比較
（+ 4）
（ 0）
（+ 4）
（+ 1）

