
■ スターフェスティバル 2021 開催 

○とき：8月 13 日㊎・14日㊏・15日㊐ 

当日は来場記念、オリジナル缶バッチをプレゼント！ 

望遠鏡作りや天文工作など体験コーナーもありますの
で、星のふるさと館へお出かけください。 

 

☆13日㊎18:00～「天文講演会」 

講師／元ＪＡＸＡ 清水 幸夫さん 

 ☆14日㊏18：00～「絵本シアター」 

  読み聞かせサークル「ワンダーランド」 

 ☆15日㊐18：00～星空コンサート 

  演奏／牧田 由起さん 

※申し込みが必要となりますので、星のふる 

さと館へお問い合わせください。 

詳しくはホームページで確認できます。 
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星のふるさと清里 
２０２１.７.２５ ＶｏＬ.１４９ 

【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 
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☆ 小惑星の名前として 

「Kushiike（くしいけ）」が命名されました。 

上越天文研究会では、東京大学大学院理学系

研究科付属天文学教育研究センター木曽観測所

（長野県木曽町）が発見し命名されていない 

小惑星（国立天文台が命名提案権を保有）に

「Ｋushiike（くしいけ）」と命名する申請を

行った結果、国際天文学連（ＩＡＵ）の「星の

名前に関するワーキンググループ（ＷＧＳ

Ｎ）」が 5月 14日に命名を公表したもの 

（指定記号：26806） 

星のふるさと館の元館長である細谷一先生や

上越天文教育研究会（稲葉浩一会長）など、数

多くの方々が「櫛池」の名を持つ天体を生み出

そうと活動した結果、命名が実現しました。 

小惑星Ｋushiike命名の詳しい経緯や惑星の

位置などは、星のふるさと館に特設コーナーを

設置し紹介しています。  

【割引運賃対象者】 

小学生（幼児を含む）・中学生・高校生 

【割引運賃】 

◇小学生（幼児）： １乗車  ５０円 

◇中学生・高校生： １乗車 １００円 

  （現金乗車のみ割引、市営バスは幼児無料） 

【利用方法】 

降車の際に「小学（中学・高校）生です」と申

し出ると割引されます。 

【適用路線】 

 上越市内の路線バス、市内の市営バス 

※ 上越市内を運行し、他市を経由する路線も対

象となります。 

★問合せ：上越市交通政策課（☎545-9207） 

 

■ 清里区市営バス櫛池線を利用しましょう！ 

清里区市営バス櫛池線は、４月から櫛池地区の足と
して運行しています。通院、通学、お買い物等お気軽
にご利用ください。 

鈴倉、上中條、鶯澤、北野中、梨窪、梨平（集落セ
ンター、奈良尾）のバス停は事前に予約が必要です。 

★予約連絡先 NPO 法人清里まちづくり振興会 

☎ ５２９－１２１８（受付時間 8：30～17：00） 

星空プラス

 

７月２２日（木） 
～８月２５日（水） 

家族やともだちと 

バスを利用して出か

けませんか？ 



 

 

 

 

  
 
 

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】 

8/2 月 清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 

8/3 火 
行政相談 9：00～11：00 【コ】 
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】 

8/5 木 清里診療所 臨時休診 【診】 

8/7 土 清里診療所第 1 土曜日の休診日 【診】 

8/8 日 山の日 

8/9 月 
振替休日 
清里診療所 臨時休診 【診】 

8/12 木 
離乳食相談会 受付 9：15～9：30 【板保】 
清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 

8/13 金 清里診療所 臨時休診 【診】 

8/14 土 清里診療所 臨時休診 【診】 

8/16 月 清里診療所 臨時休診 【診】 

8/17 火 
健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 
介護予防教室 9：30～11：00 【コ】 

8/19 木 清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 

8/20 金 
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】 

8/21 土 清里診療所第 3 土曜日の休診日 【診】 

8/23 月 清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 

8/24 火 
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】 

8/26 木 清里診療所 臨時休診 【診】 

8/28 土 清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

清里区ほっとカレンダー 
Ｒ3.7.25 ～ 

       Ｒ3.8.31 
【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/sos

hiki/koho/coronavirus.html 

ＱＲコード 

■ 清里区の人口と世帯数 

★令和 3年 6月末日現在（ ）は前月との比較 

   男    1,279人  （－4） 

   女   1,242人  （－6） 

   計   2,521人  （－10） 

  世帯数  878世帯    （－2） 

■ 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-ity@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） 
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■ 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) 

■ 夏の火災予防  

７月 26日（月）～8月 15日（日） 

この時期は火を取り扱う機会が多くなりますので、次
の点に注意をお願いします。 

・お墓詣りや仏壇でのろうそく・線香は消し忘れない
ようにしましょう。 

・花火は、水を入れたバケツを用意し、大人と一緒に
行うようにしましょう。 

★問合せ：総務・地域振興グループ 

■ 「ビュー京ヶ岳カフェ」 

夏季特別営業について 

オープン以来、皆さまからご利用いただいている 

ビュー京ヶ岳カフェでは、夏季特別営業を実施します。 

8月 7日（土）～8月11日（水）10：00～15：00 

8月12日（木）～8月15日（日）10：00～18：00 

新メニュー：夏野菜カレー 他 

 

 

 

 

 

★問合せ：（一財）櫛池農業振興会（☎528-7131） 

■ イベントの中止について 

 新型コロナウイルス感染症対策のため、下記のイベ

ントが中止となりました。 

□ 清里区敬老会  

  ※75歳以上の方へ敬老祝い品を贈呈します。 

★ 問合せ：市民生活・福祉グループ 

□ 清里区体育祭 

□ 清里区生涯学習フェスティバル 

★ 問合せ：教育・文化グループ 

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

