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星のふるさと清里 
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【発行・編集】清里区総合事務所 上越市清里区荒牧１８番地 
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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。 

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kiyosato-ku/kiyosato-tayori-hosi.html 

－１－ 

「電視観望
でんしかんぼう

」始めました！ 

★ＪＡＸＡが所有している展示品（3点）が 

「星のふるさと館」にやってきます。 

7月は七夕伝説の織姫（こと座のベガ）と彦星（わし座のアルタイル）が輝き、月の暗い夜には二人

を隔てる天の川もぼんやりと見えます。また、土星と木星が 7月中旬～下旬にかけてはちょうど太陽と

反対側になり、夜 8時過ぎに南東の空に昇ってきます。木星は普通の一等星の 20倍も明るく光り輝き

ます。双眼鏡や望遠鏡を使うとさらに美しい姿を見ることができます。 

(C) JAXA 

(C) JAXA 

★小惑星探査機「はやぶさ２」1/5 モデル 
★H-ⅡAロケット 1/25 カットモデル 

★船外活動用宇宙服 レプリカ 

【展示品】 

Q 「電視観望」って何？ 

A 接眼レンズの代わりに高感度カメラを望遠鏡に取り付け、コンピュータな

どの画面で天体を見る観望方法のことです。 

Q 肉眼で望遠鏡をのぞくのと何が違う？ 

A 星雲や銀河などの淡い天体の姿をはっきり見ることができます。また、同

じ天体を複数人で同時に見ることができます。 

  

 

おすすめ情報 

■ 「ホタルと天の川」鑑賞会 

○とき：7月 2日（金）・3日（土） 

○じかん：午後 7時～午後 9 時 

ホタルの観察（上中條・棚田）と星空の観
望を行います。プラネタリウムを使って、
ホタルの生態についても解説します。申し
込みは不要です。 

○雨天の場合は、中止となります。 

■ 「七夕の星を見る会」 

○とき：7月 7日（水） 

○じかん：午後 7時～午後 10時 

七夕にちなんだ星を観察します。短冊に願いを込めて
一緒に飾りましょう。申し込みは不要です。 

○雨天の場合は、内容を変更して実施します。 

 詳しくは、星のふるさと館にお問い合わせください。 

 



 

 

 

 

  
 
 

6/26 土 清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 

7/1 木 清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 

7/2 金 
ホタルと天の川鑑賞会（～7/3） 【星】 
清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 

7/3 土 
「宇宙を感じる企画展」（～9/27） 【星】 
清里診療所第 1土曜日の休診日 【診】 

7/6 火 健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 

7/7 水 七夕の星を見る会 【星】 

7/8 木 清里診療所 臨時休診 【診】 

7/9 金 
清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 
※10：30受付終了 

7/10 土 清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 

7/12 月 清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 

7/15 木 
乳幼児集団健診（3か月・1歳 6か月・3歳） 
健診時間は個別対応 【板保】 

清里診療所 臨時休診 【診】 

7/17 土 清里診療所第 3土曜日の休診日 【診】 

7/20 火 
健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 
介護予防教室 9：30～11：00 【コ】 

7/22 木 海の日 

7/23 金 スポーツの日 

7/24 土 清里診療所 臨時休診 【診】 

7/27 火 健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 

7/29 木 清里診療所 臨時休診 【診】 

7/31 土 清里診療所第 5土曜日の休診日 【診】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

清里区ほっとカレンダー 
Ｒ3.6.25 ～ 

       Ｒ3.7.31 
【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 

【区】:区総合事務所    528-3111 

【コ】:ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ     529-1218 

【櫛】:櫛池生涯学習Ｃ  528-7007 

【小】:小学校          528-4634 

【中】:中学校          528-4068

【保】:保育園          528-3205 

【子】:子育て支援Ｃ    528-3205 

【板保】:板倉保健ｾﾝﾀｰ 

 

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

ージで公開しています。 

■ 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/sosh

iki/koho/coronavirus.html 

ＱＲコード 

■ 清里区の人口と世帯数 

★令和 3年 5月末日現在（ ）は前月との比較 

   男    1,283人  （－3） 

   女   1,248人  （－1） 

   計   2,531人   （－4） 

  世帯数  880世帯    （±0） 

■ 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 

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－ 

 

 

■ 診療所の臨時休診について 

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。 

詳細については、上記のカレンダーで確認して
ください。 

★問合せ：清里診療所(☎528-3313) 

■夏の交通事故防止運動 

 夏場は、暑さのため自分では気付かないうちに疲

労が蓄積されます。居眠り運転にもつながる疲労運

転は大変危険です。体調を万全にし、ゆとりをもって

運転しましょう。 

期間：7月 22日（木）～7月 31日（土） 

スローガン：「さわやかに 夏を走ろう 越後道」 

★問合せ：総務・地域振興グループ 

■7月 12日は防犯の日 

 市では毎年 7月 12日を「上越市防犯の日」と定め

ています。安全で安心なまちづくりに向け防犯対策

を行いましょう。 

・家を留守にする時や車を離れる時は必ず施錠する

とともに「鍵かけたよ」と声を掛け合いましょう。 

・ご家庭では、個人情報を聞き出すような電話に注意

しましょう。 

・「キャッシュカードは渡さない」「暗証番号を教えな

い」を徹底しましょう。 

★問合せ：総務・地域振興グループ 

■ 清里地区公民館図書室 入荷図書の紹介 

【一般図書】 

・52ヘルツのクジラたち（2021本屋大賞受賞作） 

・東大ナゾトレ SEASON2 第 2巻 

・コロナは概念☆プランデミック 

【児童図書】 

・だいじょうぶ だいじょうぶ 

・宇宙の不思議がまるごとよくわかる！ 

天文キャラクター図鑑 

★問合せ：教育・文化グループ 

mailto:anzen.joetsu-city@raiden.ktaiwork.jp
https://www.facebook.com/anzen.info1
https://twitter.com/anzen_info1

