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【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/

平成30年度市民税・県民税の申告受付と申告相談
平成30年度の市民税・県民税（平成29年１月1日～12月31日所得分）の申告相談と受付を下記日程で
行います。お持ちいただく必要書類などは「広報上越１月15日号」をご覧ください。

■日程表 （土日・祝日を除く）
期

日

対 象 町 内 会

２月16日(金)～20日(火)

全町内会

２月21日(水)

菅原・岡嶺新田、岡野町、荒牧

２月22日(木)

上深澤、馬屋、塩曽根

２月23日(金)

今曽根、武士、上稲塚

２月26日(月)

平成、弥生、みらい、梨平

２月27日(火)

鶯澤、上中條、鈴倉、寺脇、東戸野

２月28日(水)

棚田、北野・水草、梨窪、赤池

３月１日(木)

上田島、南田中、青柳

会 場・受付時間
■会 場
清里コミュニティプラザ
２階 会議室
■受付時間
午前９時 ～ 11時30分
午後１時 ～ ４時

３月２日(金)～３月15日(木) 全町内会
■問合せ 市民生活・福祉グループ（☎５２８－３１２４）

星のふるさと館 通信

＜教育・文化グループ ☎ 528-3125＞

星のふるさと館は ２５周年

東京オリンピックが行われる２０２０年、櫛池
隕石（くしいけいんせき）が清里区上中條（当時
は櫛池村）の水田に落下してから１００年の節目
を迎えます。櫛池隕石は、新潟県の天然記念物で
あると共に、『星のふるさと清里』の大切な大切
な宝物として、清里区で代々受け継がれてきまし
た。これまで、県内に落下した隕石は二つありま
すが、県内に実物が残っているのは櫛池隕石ただ
一つです。
さて皆さん、今から９８年前、隕石が落ちた時
の状況を想像してみてください。もちろん、隕石
なんて言葉も、宇宙から落下物があるなんてこと
も知られていません。
よく晴れた９月１６日の夕方６時半頃、ゴオッ
ーという爆音とともに大きな火球が落下しました。
約９ｍもの水煙（みずけむり）が舞い上がり、「

飛行機から爆弾でも落としたのではないか」と、
村中が大騒ぎになったそうです。
当時の高田日報は「黒煙を立てて石が、降る」
「信越国境の櫛池村へ、金色さんたる奇石」
「字民一同は、これを神様の石としてあがめ奉
る」と、報じています。
４年に一度のオリンピックイヤー。冬季オリン
ピックが始まり、ワクワク・ドキドキの連続です
が、星のふるさと館にも、４年に一度位は、スタ
ーを見に来てくれるとうれしいな。
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星のふるさと館
白鳥 尚夫
「櫛池隕石は、宇宙からの
贈り物として大切に展示し
ています。じっと見ている
と４６億年前にタイムス
リップしたような気持ちに
なります。」

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

2/16
17
18
19

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

Ｈ30.２.15 ～
Ｈ30.３.20
【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

２月 春を待つ「星のふるさと館」

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

金 ★申告相談会（全町内会） 【コ】
土
日
月 ★申告相談会（全町内会） 【コ】

■ 地域活動フォーラムを開催します
市民の誰もが活躍できる“まちづくり”を考えるフ
ォーラムを開催します。コーディネーターに上越教育
大学の吉田昌幸准教授を迎え、参加者の皆さんと考え
ていきます。
★日時：３月４日(日) 午後２時～４時
★会場：ユートピアくびき希望館
★内容：まちづくり活動の中で、思うようにいかない
事や工夫して取り組んでいる事など、地域協議会や
市民活動団体の活動を事例として、取組のポイント
を探っていきます。（参加申込は不要です）
★問合せ：総務･地域振興グループ(☎528-3111)

★申告相談会（全町内会） 【コ】

20 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
21 水 ★申告相談会（菅原･岡嶺新田、岡野町、荒牧） 【コ】
★申告相談会（上深澤、馬屋、塩曽根） 【コ】

22 木 ★第17回清里区シニア冬季スポーツ大会 8:30～12:30 【ス】
23
24
25
26

金 ★申告相談会（今曽根、武士、上稲塚） 【コ】
土
日
月 ★申告相談会（平成、弥生、みらい、梨平） 【コ】

■ 清里診療所の臨時休診のお知らせ
３月５日(月)、３月22日(木)を臨時休診します。
★問合せ：清里診療所 ☎528-3313

★申告相談会（鴬澤、上中條、鈴倉、寺脇、東戸野） 【コ】
27 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

28
3/1
2
3

■ 平成29年度地域活動支援事業実績報告会を開催

水 ★申告相談会（棚田、北野･水草、梨窪、赤池） 【コ】
木 ★申告相談会（上田島、南田中、青柳） 【コ】
金 ★申告相談会（全町内会） 【コ】
土

本年度に地域活動支援事業を実施した９団体、12事
業について、実施団体による実績報告会を開催します。
多くの皆さまの参加をお願いします。
★日時：３月15日(木) 午後２時から
★日程：午後２時～ 第11回清里区地域協議会(公開)
午後３時～ 地域活動支援事業実績報告会
★会場：清里コミュニティプラザ ３階多目的ホール
（参加申込は不要です）
★問合せ：総務･地域振興グループ（☎528-3111）

★地域活動フォーラム 14:00～16:00 【ユートピアくびき希望館】

4 日 ★第32回清里区つなひき大会 9:00～12:30 [ス]
★申告相談会（全町内会） 【コ】

5 月 ★清里診療所臨時休診 【診】
★清里中学校卒業式 【中】
★申告相談会（全町内会） 【コ】

6 火 ★乳幼児集団健診（3か月、１歳６か月、３歳） 【板保】

■ 感染性胃腸炎ノロウイルスに注意しましょう

★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

冬期間は感染性胃腸炎が流行しやすく、感染者数が
増加します。次の予防３原則を徹底してください。
１ 菌やウイルスを食材に付けないために、手洗いを
しっかり行いましょう。
２ 菌やウイルスを増やさない
・作った料理は早めに食べ、余ったら冷蔵庫で保存
３ 菌やウイルスを消滅させる
・加熱する食品は十分に加熱する
・調理器具、台所は常に清潔にする
★問合せ：市民生活･福祉グループ(☎528-3124))

7 水 ★申告相談会（全町内会） 【コ】
★申告相談会（全町内会） 【コ】

8 木 ★離乳食相談会 9：15～9：30(受付) 【板保】
9
10
11
12
13
14

金
土
日
月
火
水

★申告相談会（全町内会） 【コ】

★申告相談会（全町内会） 【コ】
★申告相談会（全町内会） 【コ】
★申告相談会（全町内会） 【コ】

■ 「上越市民手帳」絶賛発売中

★申告相談会（全町内会） 【コ】

15 木 ★第11回清里区地域協議会 14:00～15:00 【コ】

上越市の情報がコンパクトに詰まった一冊です。
・見やすい月間･週間ダイアリー(４月始まり）
・市政情報やミニ知識としての統計情報（上越市
100の指標など）
・市の施設、避難所、各種相談窓口など
★価格：１冊400円（税込）サイズ：縦142×横87mm
★申込み：総務・地域振興グループ(☎528-3111)

★平成29年度地域活動支援事業実績報告会 15:00～17:00 【コ】

17 土
18 日
20 火 ★健康運動教室 9:30～11:00 【コ】

■ 平成30年地域活動支援事業の事前相談を受付
平成30年度の地域活動支援事業について、事前相談
を受付けます。事業の提案を検討している方はご相談
ください。
★相談期間：３月１日(木)～３月31日(土)
※相談日時を事前にご連絡ください。
★申 込 先：総務･地域振興グループ（☎528-3111）
★提案書受付予定：４月１日(日)～４月27日(金)

■ 総合事務所へは、直通電話をご利用ください
問合せ、連絡などのご用件がはっきりしている場合
は、各グループへの直通電話番号をご利用ください。
★総務･地域振興グループ ☎528-３１１１(代表)
★市民生活･福祉グループ ☎528-３１２４
★教育･文化グループ
☎528-３１２５

■ 清里区の人口と世帯数
★平成30年1月末日現在 （ ）は前月との比較
男
1,364人
（- 6）
女
1,352人
（- 7）
計
2,716人
（-13）
世帯数
889世帯
（- 3）

上越を彩る２８色のまちづくり
地域自治区制度
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