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ビュー京ヶ岳カフェオープン

皆様のご利用を
お待ちしています

営業は 11 月 6 日までの土・日曜と祝日
時間は 10：00～１５：00 です。

※全天周番組とは、ドームスクリーンいっぱいに映し出される番組です。
小惑星リュウグウのカケラを持ち帰るため、再び宇宙空間へ旅立った
はやぶさ２。2 年半、32 億キロの距離を進み続けた孤独な旅路の
末、待ち受けていたのは、想定外のリュウグウの姿だった。
あらゆる場所が岩で覆われ、タッチダウンに最適な平らな場所が存在
しなかったのだ。「君を“また”失ってしまうかもしれない」
小惑星イトカワでの悪夢が去来する。はやぶさ２はどのように困難を
乗り越え、数々のミッションを成功させていったのか。そして彼がリ
ュウグウでみつけたものとは･･･。
ハラハラドキドキ、迫力満点です！詳しくは星のふるさと館へ。
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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
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健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
清里診療所 臨時休診 【診】

5/29

土

清里診療所第 5 土曜日の休診日【診】
行政相談 9:00～11:00 【コ】
レディース検診 ※受付 12：00～13：00 【ス】
健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】
清里診療所 臨時休診 【診】
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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせを市ホームペ

【京】:ビュー京ヶ岳
【星】:星のふるさと館 528-7227
【ス】:ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
528-7300
【診】:診療所
528-3313
【歯】:歯科診療所
528-4180
【活】:活性化施設
528-7350
【公】:ｽﾎﾟｰﾂ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

■ 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshi
ki/koho/coronavirus.html

■ 清里区市営バスをご利用ください
４月１日から清里診療所から
赤池間を市営バス「櫛池線」が運行しています。
４月２８日から「きよさと朝市」が始まり、
５月１２日の朝市には、うどやタケノコなど春の
山菜が販売されていました。皆さんぜひお越しく
ださい。
路線バスに乗ってお越しいただくと、きよさと
朝市ポイントが１ポイント追加になります♪
市営バス「櫛池線」はこれまでの停留所の他、
新しく鈴倉、上中條、鶯澤、北野中、梨窪、梨平
（集落センター）、梨平（奈良尾）にも停留所を
設けました。※乗車には事前予約が必要です。

清里診療所第 1 土曜日の休診日【診】
清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】
乳幼児集団健診（1 歳・2 歳・2 歳 6 か月）
健診時間は個別対応 【板保】
清里診療所 臨時休診 【診】
清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】
健康診査 ※予約制、時間は個別対応 【ス】
健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
介護予防教室 9：30～11：00 【コ】
健康診査 ※予約制、時間は個別対応 【ス】
清里診療所 臨時休診 【診】
清里診療所第 3 土曜日の休診日 【診】
健康運動教室 9：30～11：00 【コ】
清里診療所 臨時休診 【診】
清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】

【予約先】
清里まちづくり振興会
(☎529-1218)

5 月 29 日及び 6 月 5 日、19 日の第 1・3・5 土
曜日は定期休診です。
また、5 月 13 日から 7 月 29 日までの毎週木曜
日と 6 月 1 日、7 日、14 日の午後は臨時休診で
す。新型コロナウイルスワクチン接種を優先する
ため臨時休診が通常時より
多くなっています。

■ 上越市安全・安心情報配信中
市では、防犯や交通安全、災害、火災など市民
の皆さんの安全・安心に関わる情報をメール及び
SNS（Facebook、Twitter）で配信しています。次
のメールアドレス及び URL からアクセスしてくだ
さい。
安全メール：anzen.joetsu-city@raiden.ktaiwork.jp
Facebook ：https://www.facebook.com/anzen.info1
Twitter
：https://twitter.com/anzen_info1

乗客

まち振職員

■ 農業用機械等の盗難にご注意ください

■ 診療所の臨時休診について

★ 問合せ：清里診療所(☎528-3313)

ＱＲコード

ージで公開しています。

市内において、農業用トラクターや水稲苗の盗
難被害が発生しています。
新潟県内においても農業用機械の盗難被害が相
次いで発生していることから、農家の皆さんは盗
難被害に遭わないように、細心の注意を払ってく
ださい。

■ クマの出没にご注意ください
山菜採りや耕作中など、クマの目撃情報が寄せ
られています。山や林に入るときはクマ鈴やラジ
オなどを鳴らし、人がいることをクマに知らせる
ようにしましょう。クマが特に活発に行動する早
朝や夕暮れ時は山林や川辺には近づかないように
しましょう。
★ 問合せ：市民生活・福祉グループ

■ 清里区の人口と世帯数
★令和 3 年 4 月末日現在（ ）は前月との比較
男
1,286 人
（＋1）
女
1,249 人
（－5）
計
2,535 人
（－4）
世帯数
880 世帯
（±0）

安全メールは QR コードからも
アクセス可能です

★ 問合せ：上越市 市民安全課
（☎526-5111）
－2－
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