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星のふるさと清里
２０１８．９．１５ ＶｏＬ.１１６
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/

今年の夏も、清里サマカニで盛り上がりました！
今年で35回目の「サマーカーニバルきよさと坊太郎祭り」が８月11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檜木さくらさんを先頭に、祭り会場までの約15kmを威勢よく渡御しました。
会場では清里バンド、琴・尺八の演奏と納涼大花火大会が繰り広げられ、思い出に残る夏の一日となり
ました。

青柳地内

星のふるさと館 通信

＜星のふるさと館☎ 528-7227＞

９８年前・・・宇宙からの贈り物が届いた秋
大正9年（1920年）9月16日午後6時30分、上中條の田んぼに、ゴォッーという爆音と一条の光とともに”宇宙
からの贈り物”が届きました。これが新潟県の天然記念物に指定されている「櫛池隕石」です。
秋の空は、空気が澄んで高く美しく見えます。今年の秋は、「星のふるさと館」で天体観測を楽しんでみま
せんか。

★中秋の名月を見る会★

★櫛池隕石落下記念観望会★

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…９月24日（月）午後７時～午後10時
（雨天、曇天時は午後８時30分まで）
・入館料…大人450円、小・中学生300円

櫛池隕石の落下を記念して、観望会を開催
します。
・日時…９月16日(日)午後７時～午後10時
（雨天、曇天時は午後８時30分まで）
・入館料…大人450円、小・中学生300円

☆☆☆ お 知 ら せ ☆☆☆
★９月17日からプラネタリウム解説が、「夏の星座」から「秋の星
座」に変わります。
★金・土曜日は、観望会を実施しています。９月21日の観望会では、
スマホで月の撮影に挑戦します。待ち受けにもピッタリです。
★10月からの観望会は、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

Ｈ30.９.15 ～
Ｈ30.10.20
【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

馬屋町内会が地域活動支援事業で
整備した黒保遺跡

9/15 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】

■ 秋の交通安全運動
★運動期間：９月21日(金)から９月30日(日)
★交通死亡事故ゼロを目指す日：９月30日(日)
★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「秋の道 早い夕暮 早めのライト」
★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）

16 日 ★隕石落下記念観望会 19:00～22:00 【星】
17 月 敬老の日
18 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
20 木 ★乳幼児集団健診（3か月、１歳6か月、3歳） 【板保】
★観望会「スマホで月」 19:00～22:00 【星】

21 金 ★秋の交通安全運動 (～9月30日）
★診療所臨時休診 【診】

22 土 ★きよさと保育園運動会 8:30～11:30 【ス】
★観望会 19:00～22:00 【星】
秋分の日

23 日 ★観望会 19:00～22:00 【星】
振替休日

24 月 ★中秋の名月をみる会 19:00～22:00 【星】
25 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
28 金 ★観望会 19:00～22:00 【星】

■ 診療所からのお知らせ

29 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】

10月１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29日(月)から
です。
★臨時休診日：９月22日(土)・10月５日(金）
★問合せ先：清里診療所(☎528-3313）

30 日 ★交通死亡事故ゼロを目指す日
★レディース検診 12:30～15:30 【ス】

10/1 月 ★インフルエンザ予防接種の予約開始 【診】
2 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
4 木 ★第44回清里区敬老会 10:30～13:00 【ス】

■ 第12回えちご・くびき野100kmマラソン開催
10月７日(日)に第12回えちごくびき野100kmマラソン
が開催されます。５時30分にリージョンプラザ上越を
スタートする100kmの部参加ランナー2,000人が、清里
区内を通過しますので、沿道での声援をお願いします。
★清里区内の予想通過時刻は６:50から10:10頃
★区内エイド･レスト設置場所
・清里活性化交流施設エイド
・清里中学校レスト
★問合せ先：教育･文化グループ(☎528-3125）

★診療所臨時休診 【診】
5 金 ★観望会 18:00～21:00 【星】

6 土 ★観望会 18:00～21:00 【星】
★第12回えちご・くびき野100kmマラソン

7 日 ★観望会 18:00～21:00 【星】
8 月 体育の日
12 金 ★観望会 18:00～21:00 【星】

■ 総合事務所へは直通電話をご利用ください

13 土 ★観望会 18:00～21:00 【星】

総合事務所への問合せ、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

14 日 ★第55回清里区体育祭 8:30～12:30 【公】
★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

16 火 ★特設行政相談 9:00～11:00 【活】

18 木 ★乳幼児集団健診（1歳、2歳、2歳6か月） 【板保】
★乳幼児集団健診（3か月、１歳6か月、3歳） 【板保】

19 金 ★観望会 18:00～21:00 【星】

■ 清里区の人口と世帯数

20 土 ★観望会 18:00～21:00 【星】

■ 高齢者を狙った悪徳商法に注意！
全国で高齢者を狙った訪問販売による「悪徳リフォー
ム工事」や「消火器等の強引な販売」などの被害が、多
く発生しています。必要ない場合は、はっきりと断りま
しょう。不安を感じたり、どうしたらよいか分からない
時は、ご家族や警察、上越市消費生活センターに相談し
てください。
★問合せ：上越市消費生活センター ☎025-525-1905
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★平成30年７月末日現在 （ ）は前月との比較
男
1,360人
（- 3）
女
1,351人
（- 2）
計
2,711人
（- 5）
世帯数
894世帯
（- 2）
★平成30年８月末日現在 （ ）は前月との比較
男
1,358人
（- 2）
女
1,350人
（- 1）
計
2,708人
（- 3）
世帯数
894世帯
（±0）

