
■ 櫛池の隕石・く し り ん誕生 

  大正 9年 9月 16日の夕方 6時半頃、櫛池村（現在の上越市 

清里区）上中條地内の田んぼに隕石が落下しました。 

隕石は新潟県の特別天然記念物に指定され、現在は、星の 

ふるさと館で大切に保管しています。 

平成 25年に、櫛池の隕石のマスコットキャラクターとして 

「くしりん」が誕生、市長から特別住民票が交付されました。 

■ 櫛池の隕石落下記念特別事業 

小惑星の名前として「Kushiike（くしいけ）」が命名された
ことを記念し講演会を開催します。 

○と き：９月１９日(日) 17：00～18：00 

○ところ：星のふるさと館 

○演 題：小惑星「くしいけ」の誕生 

○講 師：上越教育大学院教授 濤
と

﨑
さき

 智佳
ともか

 様 

○定 員：３０人（要予約） 

○料 金：入館料のみ（大人：460円、小中学生：310円） 
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大型獣被害対策学習会を開催します！ 
上越市内では昨年、クマの目撃情報が70件あり、当区では人身被害が発生しました。今年もクマ等

の大型鳥獣の人里への出没が目撃されており、区内においても寺脇・東戸野地内で４件の目撃情報が

寄せられています。 

市では鳥獣対策に携わる県内の専門家を招き、ツキノワグマによる人身被害やイノシシなどによる

農作物被害の防止対策について学習会を開催します。  

○と き 9月28日（火） 午後6時30分～8時  

○ところ 清里コミュニティプラザ 多目的ホール  

○参加費 無料  

○定 員 50人（申し込みが必要です。）  

          定員になり次第締め切ります。 

★申込み・問合せ 市民生活・福祉グループ 

☎528-3111（内線 112） 

講師：NPO法人新潟ワイルドライフリサーチ  
理事 今村 舟 氏  
◆2015年より、NPO法人新潟ワイルドライフ
リサーチにて、野生動物の調査・捕獲や集落
環境診断などの獣害被害対策講演に従事  

◆2016年より、新潟県長岡市鳥獣被害対策実
施隊員に任命  

◆2018年より、農林水産省「農作物野生鳥獣

被害対策アドバイザー」に就任  
  

講師紹介 

■ 櫛池の隕石落下記念観望会 
○と き：9月 16日(木)19：00～ 

○ところ：星のふるさと館 

■ 中秋の名月を見る会 
○と き：9月 21日(火)19：00～ 

○ところ：星のふるさと館 

※上記いずれも、雨天の場合でも実
施します。申し込みは不要です。 

 



 

 

 

 

  
 

8/26 木 清里診療所 臨時休診 【診】 

9/4 土 
清里中学校体育祭（雨天翌日） 午前中 【中】 
清里診療所 第１土曜日の休診日 【診】 

9/7 火 健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 

9/9 木 清里診療所 臨時休診 【診】 

9/13 月 清里診療所 午後のみ臨時休診 【診】 

9/16 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】 
隕石落下記念観望会 19：00～ 【星】 

9/17 金 清里診療所 臨時休診 【診】 

9/18 土 清里診療所 第 3 土曜日の休診日 【診】 

9/19 日 櫛池の隕石落下記念講演会 17：00～ 【星】 

9/20 月 敬老の日 

9/21 火 
健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 
介護予防教室 9：30～11：00 【コ】 
中秋の名月を見る会 19:00～ 【星】 

9/23 木 秋分の日 

9/25 土 
きよさと保育園運動会 8：45～11：30 【ス】 
※保護者のみ参加可能 

9/28 火 健康運動教室 9：30～11：00 【コ】 

9/30 木 清里診療所 臨時休診 【診】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清里区ほっとカレンダー Ｒ3.8.25 ～ 

       Ｒ3.9.30 

【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 

【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 7月末日現在（ ）は前月との比較 

   男    1,276人  （－3） 

   女   1,237人  （－5） 

   計   2,513人   （－8） 

  世帯数  877世帯    （－1） 

 

） －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) 

■ 「きよさと未来予想図」をつくる会 

(ビレッジプラン 2030清里地区検討会)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少子・高齢化が進み離農者も増える中、持続可能な営

農環境、住みよい地域づくりを考える「きよさと未来予

想図」をつくる会が7月27日(火)に開かれました。 

地域を見つめ直し活性化させるため、本年度は計4

回、検討会を開いて集落運営体制の在り方などについて

話し合います。 

会の活動に興味をお持ちの方があれば途中参加も可能

ですので、下記までお問い合せください。 

★問合せ：（一財）櫛池農業振興会（☎528-7131） 

■ 汚泥発酵肥料エコプンの販売 

汚泥リサイクルパークでは、し尿・浄化槽汚
泥を発酵させた汚泥発酵肥料エコプンを販売し
ています。1袋 15キログラム入り 150円です。
花や畑の肥料にご利用ください。 

（町内会・老人会・小中学校等は無料です。） 

★販売・問合せ 

汚泥リサイクルパーク 

（上越市大字小泉947） 

電話 025－520－2088 

■ 秋の全国交通安全運動  
【運動期間】9月 21日（火）～9月 30日（木） 

【スローガン】夕暮れは 速度を抑えて 早めのライト 

【運動の目的】 

   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、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

実践を習慣づけることにより、交通事故防止の徹底

を図る。 

【運動の重点項目】 

 

 
 
 
 
 
 
 

★問合せ：総務・地域振興グループ 

① 子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 

② 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など
安全運転意識の向上 

～ 横断歩道での歩行者優先（新潟県重点）～ 

③ 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底 

④ 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 


