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６月27日（木）、28日（金）に清里
スポーツセンターで、「市民健康診査」
「特定健康診査」「後期高齢者健康診査」
「がん検診（胃・大腸・肺・前立腺・肝炎）」が
受診できます。
健診料金など詳しいことは、４月に配付しました
「2019年度上越市健康診査カレンダー」をご覧くだ
さい。
なお、右表のとおり巡回送迎を行いますので、交
通手段がないなどにより健診に行けない方は、ご希
望の乗車場所に所定の時間までにお集
まりください。送迎車の利用に申込み
は必要ありません。

６月28日（金）
迎え

出発時間

送り

乗車場所

出発時間

8：20 赤池公会堂
8：23 青柳バス停
8：27 梨平バス停
8：29 梨窪駐車場
8：31 北野消防小屋

10：30～11：30頃

8：32 水草入口

★ 送迎車運行日時：６月28日（金）
迎え：午前８時20分～
送り：午前10時30分以降
★ 会 場：清里スポーツセンター
★ 問合せ：市民生活・福祉グループ

8：37 鶯沢集会所
8：39 上中條公会堂
8：41 棚田上バス停

☆時間：午前10時～午後5時（火曜日は休館日）
☆プラネタリウムアニメーション番組「七夕物語」
（織姫と彦星の星物語をアニメーションで上映します）
☆プラネタリウム特別演出「星に願いを」
（短冊に書いた願い事がプラネタリウムで星になります）
☆プラネタリウム解説「夏の星座～七夕バージョン～」
（天の川を中心に夏の星空を生解説します）
【入館料(プラネタリウム込み)】
一般６００円/小中学生４００円/幼児無料

★時 間：午後７時～午後９時 星のふるさと館駐車場集合 ★参加費無料
★事前申込み不要 ★曇天実施・雨天中止
オリエンテーション後、各自の車で清里区内を回り、「ヘイケボタル」、
「ゲンジボタル」、「星空」を観察します。
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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

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

Ｒ1.6.15 ～
Ｒ1.7.20

【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

★特設人権相談会 10:00～14:00 【コ】

■ 清里区巡回オンブズパーソン

6/15 土 ★七夕フェアー (～7月15日) 【星】

オンブズパーソンが直接出向いて、市民の皆さんと
面談し、苦情をお聴きします。
★日時：６月27日(木) 午後12時30分～午後3時30分
★会場：清里コミュニティプラザ２階生活研修室
★問合せ：市オンブズパーソン事務局 （☎527-3333）

★観望会 19:00～22:00 【星】
★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
18 火
★介護予防教室 9：30～11：00 【コ】

21 金 ★観望会 19:00～22:00 【星】
22 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】

■ 清里診療所の臨時休診のお知らせ

24 月 ★第４回清里区地域協議会 15:00～ 【区】

６月28日(金)、７月12日(金)午後（受付は午前10時
まで）を臨時休診します。
★問合せ：清里診療所(☎528-3313)

25 火 ★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
27 木

６月 消防全団員規律訓練・
操法競技会の様子

★特定･市民･後期高齢者健康診査 9：00～14：30 【ス】
★清里区巡回オンブズパーソン 12:30～15:30 【コ】

■ ごみの削減にご協力を！

★清里診療所臨時休診 【診】
28 金 ★特定･市民･後期高齢者健康診査 9：00～14：30 【ス】
★「ホタルと天の川」 19:00～21:00 【星】

私たちの生活が便利になるにつれ、ごみの排出量は
増加します。今一度ごみの削減にご協力ください。

29 土 ★「ホタルと天の川」 19:00～21:00 【星】

■ 不法投棄は絶対に許しません！
ごみの不法投棄は自然環境や地域の景観を損なうほ
か、将来にわたって、地下水汚染や悪臭などの環境問
題を発生させるおそれがあります。

★乳幼児集団健診（3か月、１歳6か月、3歳） 【板保】
7/2 火
★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】

4 木 ★離乳食相談会 【板保】
6 土 ★観望会19:00～22:00 【星】

21件

7 日 ★「七夕の星を見る会」 19:00～22:00 【星】
12 金

63袋(35ℓ)

★清里診療所午後臨時休診 ※受付は10時まで【診】
★上越市防犯の日

★問合せ：市民生活・福祉グループ （☎528-3124）

13 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】

■ 公民館図書室からのお知らせ

14 日 ★観望会 19:00～22:00 【星】
15 月

海の日

16 火

★健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
★介護予防教室 9：30～11：00 【コ】

～生活のヒントに！自分磨きに！本を読みましょう！～

20 土 ★観望会 19:00～22:00 【星】

■ ６月は土砂災害防止月間です
崖崩れや地すべりなどの土砂災害は、一瞬のうちに尊
い命や財産を奪います。
万が一に備え、各町内で防災訓練の実施や土砂災害の
危険箇所・避難経路を確認するとともに、大雨の際には
土砂災害の避難目安となる「土砂災害警戒情報」に注意
してください。県の「土砂災害警戒情報システム」（イ
ンターネットで「新潟 土砂災害」と検索）
で、土砂災害情報を知ることができます。
また、山や崖などで異常を見つけたときは、
清里区総合事務所へ連絡してください。
★問合せ：総務・地域振興グループ（☎528-3111）

■ 守りましょう！飼主のマナー

清里地区公民館図書室には、料理や健康など生活に
役立つ実用書、小説、児童向けの読み物、絵本などが
あります。雑誌（オレンジページ・日経ヘルス）は
バックナンバーのみ借りることができます。
高田図書館や他の図書室で借りた本の返却や、予約
された本の受け取りもできますので、ぜひご利用ください。
★公民館図書室：清里スポーツセンター内（１階事務室内）
★開館時間：午前９時～午後５時15分
★休 館 日：12月29日～１月３日
★貸出冊数：１人10冊まで
★貸出期間：２週間
～購入図書のリクエスト受付中！～
みなさんの声を参考に図書を購入します。読んでみ
たい本がある方は、図書室内に設置し
てあるリクエスト用紙に記入いただくか、
清里区総合事務所 教育・文化グループ
までご連絡ください。
★問合せ：教育・文化グループ（☎528-3125）

「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
■ 清里区の人口と世帯数
・他人の所有物(玄関先や畑など)
★ 令和元年５月末日現在 （ ）は前月との比較
に排尿させない
男
1,321人
（－４）
・散歩用のリード(ひも)を必ず
女
1,311人
（－８）
つける
計
2,632人
（－12）
★問合せ先：市民生活･福祉グループ
世帯数
890世帯
（＋２）
（☎528-3124)
－２－

