日

2017/ 7 July

June

月

3

16

新穂こども読書会
おはなし会
ストーリーテリング
音楽つきおはなしの会
詳しくは、土曜日欄下参照

24

大安

先負

23

17

おもちゃ病院さど
10:00〜12:00
金井コミュニティセンター
診断・治療（修理）
無料
おもちゃ病院さど ℡090-1620-8684（本間）
第３土曜本町市 10:00〜15：00
河原田本町商店街
ペパーランド ℡52-2288
・正法寺ろうそく能
・春日神社薪能公演
詳しくは、21日欄参照
＜17日・18日開催＞第14回潟上温泉
ホタル祭り 詳しくは、
7日欄参照
先負

両津まつり
詳しくは、28日欄参照
<16日・23日・30日・
7月7日・14日開催>
英語講座（会話編）
詳しくは、22日欄参照

友引

<10日〜11日開催>
第23回藤雅書展
10日13：00〜17：00
11日 9：00〜16：00
畑野農村環境改善センター 入場無料
63-2609（熊木）

10

おはなしかい
10：30〜 さわた図書館
さわた図書館
℡57-2711
やまぼうしお花見とタケノ子会
朝から日暮れまで しめばり山荘（羽茂大崎）
会費500円
74-3746（柳平）
へっついサロン共感的コミュニケーション練習会
10:00〜17：00 へっついの家
参加無料 昼食持参
一般社団法人福島とむすぶ佐渡へっついの家
℡070-5468-3899（三村）

Shiho Concert
平成29年度高次脳機能障害者
詳しくは、金曜日欄上参照
「家族のつどい」
平成29年度第1回世界発見・
詳しくは、13日欄参照
佐渡再発見講座「私の日本語マスター法」
<23日〜25日開催>
<16日・23日・30日・7月7日・14日開催> 中山コレクション（市橋太郎作品展） 講師：寧 顕剛 氏（国際交流員）
19：00〜21：00 PRIMOSADOコミュニティホール
英語講座(会話編)
詳しくは、火曜日欄上参照
参加費：500円（高校生以下無料）
講師：Duong Vy Hoang 氏
弁護士無料相談会
DSI通訳ボランティア佐渡事務局 ℡52-2265
（デュオン ヴィ ホアン）
詳しくは、
月曜日欄上参照
18：30〜20：00
新潟大学管弦楽団 第12回佐渡公演
金井コミュニティセンター 参加無料 要申込 ・<24日〜25日開催>佐渡市一斉清掃 18：30〜（開場18：00） アミューズメント佐渡
申込・問合先：佐渡市役所産業観光部観光振興課 ・<24日・25日開催>としょかんカフェ 料金：前売り500円 当日600円 高校生以下無料
観光振興係 ℡67-7944
詳しくは、
6日欄参照
全席自由 ℡080-2135-3282（高橋明日香）

おはなし会
16:00〜 小木図書館
小木図書館
℡86-3841

30

大安

29

仏滅

<27日開催>
丘みどり「佐渡の夕笛」大ヒット感謝ミニコンサート
スペシャルゲスト
「鼓童 山口幹文」
13：00〜14：00
（開場12：30） 金井能楽堂
料金：3,000円 要申込
申込・問合先：カルチャー佐渡 ℡52-6200

28

先負

27

友引

26

<16日開催>両津まつり
終日 両津夷一円
両津まつり実行委員会
℡27-5128

22

9

<9日〜11日開催>第23回墨雲書展
10：00〜18：00
アミューズメント佐渡
入場無料
52-6517（真藤）

友引

<17日開催>
正法寺ろうそく能
＜1日〜18日開催＞
夏至
18：30〜（開場18：00）
思いでいろ〜いろ義民資料展
泉 正法寺本堂
全佐渡将棋大会
「6月月例チャンピオン戦」
9：00〜17：00 金井新保・児玉伊平
一般奉賛金2,500円（入場定員あり）
入場無料 土曜日休み ℡63-2532（児玉伊平） 10：00〜 佐渡中央会館
佐渡の能を識る会 ℡63-3181
参加費 一般1,000円 会員/学生500円
春日神社薪能公演
090-4091-9507
（光村）
いけばな池坊佐渡支部花展
19：30〜（19：00開場） 春日神社能舞台
佐渡小木たらい舟・さざえ祭り
9：30〜16：00
料金：大人2,000円（当日2,200円）
金井コミュニティセンター 入場無料 9：30〜15：00 小木みなと公園
中高生1,000円（1,100円）
華道家元池坊佐渡支部
佐渡小木たらい舟・さざえ祭り実行委員会
090-5423-3035（岩倉）
℡86-3200
℡22-3546
（市橋久子）
はじめまして！おはなしかい
10：30〜 中央図書館
対象：0〜3才
中央図書館 ℡63-2800
第80回「種火の会」
詳しくは、
30日欄参照

15

友引

21

先勝

20

2

土

先勝

<23日開催>
平成29年度高次脳機能障害者
「家族のつどい」
13：30〜15：30 佐渡総合病院
要申込 申込期限16日まで
申込・問合先：佐渡地域振興局
健康福祉環境部 ℡74-3407

14

草苅神社薪能・鷺流狂言
18：30〜
羽茂本郷 草苅神社能舞台
入場無料
佐渡観光協会南佐渡支部
こころの健康相談会
<14日〜18日開催>第72回
14：00〜16：00 金井コミュニティセンター
新潟県美術展覧会 佐渡展
定員4人まで（要申込） 申込期限9日まで
9：00〜17：00 両津総合体育館 申込・問合先：佐渡市役所社会福祉課
入場料：500円（前売券400円）大学生以下無料 障がい福祉係 ℡63-5113
前売券はお近くの新潟日報販売店へ 羽茂まつり 6：00〜 羽茂本郷 羽茂商店街
県展事務局
（新潟日報社内）
羽茂まつり祭典委員会（羽茂商工会内）
℡025-385-7470（平日9：30〜17：30） ℡88-2160

ぴよっこおはなし会
10：30〜 ちのわの家
乳幼児向け
両津図書館 ℡27-4182

先勝

13

おはなし会
15：30〜 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223

赤口

<24日・25日開催>としょかんカフェ
13：00〜16：00 両津地区公民館
23-3457
（土井・夜間）

8

赤口

19

<24日〜25日開催>佐渡市一斉清掃
市内各地域
佐渡市役所市民福祉部環境対策課
クリーン推進係 ℡63-3113

7

1

金

ボランティアフェスティバルさど２０１７
＜17日・18日開催＞第14回潟上温泉
10:00〜14：00
ホタル祭り 19：00〜21：00
あいぽーと佐渡 入場無料
潟上温泉駐車場
佐渡市社会福祉協議会
潟上水辺の会 ℡090-2213-8882（板垣）
℡81-1155
<3〜4日開催>歯の健康フェア2017 鷲流狂言と文弥の夕べ 18:30〜（開場18：00）
10：00〜17：00（最終日16：00まで） 堀記念能楽堂（金井能楽堂）
金井コミュニティセンター 入場無料 運営協力費1,000円 要申込
4日10：30〜/14：00〜
申込・問合先：佐渡の能を識る会 ℡63-3181
演劇『ドラえもんとのび太のむし歯撃退記』 新潟県看護協会佐渡地区支部記念講演会
出演：地域演劇集団みっくす
「ストレスマネジメント〜五感をとぎすませ〜」
佐渡歯科医師会事務局 ℡57-3484 詳しくは、25日欄参照

赤口

第１回産業振興セミナー
詳しくは、
29日欄参照

6

<24日開催>
佐渡市役所各支所サービスセンター
Shiho Concert
両 津 ☎ 27-2111 相 川 ☎ 74-3111
17：30〜
（開場17：00）
新 穂 ☎ 22-3111 畑 野 ☎ 66-3111
あいぽーと佐渡
小 木 ☎ 86-3111 羽 茂 ☎ 88-3111
料金：3,500円
佐渡観光協会
☎ 0259-27-5000
全席自由
両津支部 ☎ 23-3300
相川支部 ☎
Shihoコンサート
中央支部 ☎ 27-5000
南佐渡支部 ☎
実行委員会
アミューズメント佐渡 ☎ 52-2001
℡090-7712-8612

親子で絵本
<2日・9日開催>
<〜6月8日開催>第13回
10：30〜 さわた図書館
中国語講座（会話編）
佐渡・花の島フォトメモリー写真展
さわた図書館 ℡57-2711
詳しくは、火曜日欄上参照
営業時間内 第四銀行両津支店
入場無料
＜2日〜11日開催＞１∞０展（伊藤千乃＆大蔵誠子） ぷち本町市
10:00〜14：00 河原田本町会館
佐渡市役所産業観光部観光振興課 ℡67-7944 詳しくは、29日欄参照
ペパーランド ℡52-2288
＜1日〜8月30日開催＞
<3〜4日開催>歯の健康フェア2017 <3日・17日・7月8日・22日開催>
高橋信一生誕100年記念特別展
日本語教室（前期日程）
詳しくは、
7日欄参照
9：00〜17：00 佐渡版画村美術館
詳しくは、
月曜日欄上参照
<3日〜4日開催>京町音頭流し「宵乃舞」 天領佐渡両津薪能 19：30〜
料金：大人400円 小中高生200円
月曜休館（祝日の場合は翌日休館） 19：00〜21：30 相川一円
椎崎諏訪神社能舞台 運営協力金1,000円
宵乃舞実行委員会 ℡74-3515
佐渡版画村美術館 ℡74-3931
佐渡観光協会

大安

第40回佐渡カンゾウ祭り
10：00〜15：00 大野亀
佐渡カンゾウ祭り実行委員会 ℡26-2410
<11日〜24日開催>
「佐渡であいましょう」わくわくばらえてぃツアー
詳しくは、
日曜日欄上参照

木

＜1日〜18日開催＞
<23日〜25日開催>
中山コレクション（市橋太郎作品展） 思いでいろ〜いろ義民資料展
詳しくは、
19日欄参照
10：00〜17：00
新穂大野 宮里邸 入場無料
<1日・3日・8日・15日・17日・
℡090-4126-7654（中山）
22日・24日開催>こども将棋クラブ
<2日・9日開催>中国語講座（会話編） 1日・8日・15日・22日 16：30〜18：00
3日・17日・24日 13：30〜15：00
講師：寧 顕剛 氏
（ネイ ケンゴウ）
へっついの家 参加無料
18：30〜20：00
一般社団法人福島とむすぶ
金井コミュニティセンター 参加無料
佐渡へっついの家
申込・問合先：佐渡市役所産業観光部
観光振興課 ℡67-7944
℡070-5468-3899（三村）

大安
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＜12日〜13日開催＞
天王祭・牛尾神社例祭
12日19：00〜 宵宮
13日 例祭 9：30〜 牛尾神社
牛尾神社社務所 ℡22-2237（宮司 佐山）

先勝

赤口

＜10日開催＞
新潟県看護協会佐渡地区支部記念講演会
「ストレスマネジメント〜五感をとぎすませ〜」
講師：五十嵐實氏
（鼓童文化財団
副理事長 日本自然環境専門学校長）
13：35〜15：15（受付13：30）
佐渡総合病院 入場無料
真野みずほ病院 ℡55-1122（半田）

5

大膳神社薪能・鷲流狂言
19:00〜 大膳神社能舞台
入場無料
佐渡観光協会
芒種
赤玉杉池まつり
10：00〜 赤玉杉池大明神
赤玉区長(岩岬) ℡28-2138
クルーズ船寄港
入港9：00 出港17：00予定（にっぽん丸）
両津港（沖合停泊）
寄港場所・日程は変更の場合あり
佐渡市クルーズ船誘致連携会議事務局
（佐渡市役所産業観光部観光振興課） ℡67-7944

水

仏滅

仏滅

25

<24日開催>弁護士無料相談会
9：30〜15：00 あいぽーと佐渡
定員10人 申込期限21日まで
申込・問合先：消費生活センター ℡57-8143

大安

18

普通救命講習を受講しましょう。
① 13：00〜16：00
②13：00〜17：00
父の日
両津消防署
定員10名（小学5年生以上対象）
受講無料 申込締切16日まで
申込・問合先：両津消防署救急・救助係 ℡27-3555
乳がんについて知ろう
13:00〜16:00（開場12:30）
あいぽーと佐渡 入場無料
定員280名
℡27-2387（小池昌子）

<3日・17日・7月8日・22日開催>
日本語教室（前期日程）
14：00〜15：30 佐渡中央会館
定員15名
（先着順）
対象：市内在住の外国籍住民 参加無料
佐渡市役所産業観光部観光振興課
観光振興係 ℡67-7944

仏滅

先負

11

<11日・18日開催>
トキの里探検隊
〜体験ガイドと一緒に
入梅
トキの住む自然を
探検しよう〜 10：00〜11：30
トキの森公園売店横集合
未就学児
（5歳以上対象）無料
小中学生５００円 大人1,000円
（要申込） ※参加者プレゼント：
トキ資料展示館・トキふれあいプラザ無料券
申込・問合先：
トキの里探検隊事務局
℡22-2658（平日8：30〜17：30）

7
14
21
28

6
13
20
27

火

先負

友引

4

新穂ダム鳥類定例調査
3：50〜 新穂ダム駐車場集合
途中参加可 雨天中止
野鳥の会 ℡22-3328
加茂湖展望の丘 Lake View Concert
13：15〜
（開場12：00）
加茂湖展望の丘
雨天時：勤労青少年ホーム
（変更有無は当日10：00決定）
料金：大人1,000円 中高生500円
（小学生以下無料） 全席自由
佐渡観光協会両津支部 ℡23-3300

2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23
24
30
31 25 26

S
1
8
15
22
29

佐渡市役所産業観光部観光振興課 ☎ 0259-67-7944

サンテラ佐渡スーパーアリーナ
畑野球場・金井球場
真野公園テニスコート
両津総体〜ドンデン
両津総合体育館
小木Ｂ＆Ｇ海洋センター
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
羽茂会場
佐渡市陸上競技場〜南線
金井温泉体育館
ときの郷ゴルフ場
両津総体
真野公園テニスコート
畑野球場・佐和田球場

先勝

｝

F

佐渡市スポーツ協会スポーツ推進係 ℡27-7080

佐和田バレーボール大会
第34回全佐渡学童野球大会
第34回クラブ対抗戦テニス大会
第32回ドンデン高原駅伝競走大会
第52回「県民スポーツの日」両津バレーボール大会
小木地区分団対抗ソフトバレーボール大会
佐和田地区ソフトバレーボール大会（前期）
県民スポーツの日南部地区大会
第39回佐渡ロードレース大会
第20回佐渡市ねんりんピックゲートボール大会
佐渡チャリティーゴルフ大会
佐渡市総合スポーツ大会ソフトバレーボール
第11回市選手権シングルステニス大会
第11回佐渡市総合スポーツ大会 兼 第20回佐渡市シニア野球大会

赤口

<11日〜24日開催>
「佐渡であいましょう」
わくわくばらえてぃツアー
11日 カンゾウ祭り 12：00〜
14日 姫津漁村センター 18：30〜
15日
商工会前 12：00〜 13：15〜
羽茂祭り 陶芸センター前 12:00〜
18日 佐渡小木たらい舟・さざえ祭り 12:00〜
24日 宿根木大道芸 10：00〜15：00
入場無料
（投げ銭歓迎）
NPO「佐渡であいましょう」事務局
℡090-2168-5559（根岸）

S M T W T

6/3
6/3･4
6/4
6/5
6/5
6/9
6/11
6/11
6/11
6/18
6/18
6/25
6/25
6/25

大安
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６月スポーツイベント

＜2日〜11日開催＞
茅の輪まつり
１∞０展
18：00〜 木崎神社
（伊藤千乃＆大蔵誠子）
小木町商工会 ℡86-2216
10：00〜16：00
（３日20：00まで 最終日15：00まで）
<28日・29日開催>
<27日開催>第80回「種火の会」
其蜩庵 ℡52-4327（伊藤）
『正解のない子育てへようこそ
平成29年度予約制年金相談
28日13：30〜 佐渡中央会館
〜それってほんとにダメなこと？〜』
<19日開催>第１回産業振興セミナー
講師:北澤英理子さん
29日 8：50〜 あいかわ開発総合センター
17:00〜19：00 トキの村元気館
相談無料（要申込） 定員になり次第終了
（sadoベリースクールStars代表（心書家））
参加無料（要申込） 申込期限15日まで
申込・問合先：新潟西年金事務所 お客様相談室
19：00〜21：00 佐渡総合病院
申込・問合先：佐渡市役所地域振興課
℡025-225-3008（音声案内「5番」） 商工振興係 ℡63-4152
会費：300円
090-4091-9507（光村）

<17日開催>
新穂こども読書会
絵本よみきかせ テーマ「雨」
9：30〜11：00 新穂図書館
新穂図書室 ℡22-2075
おはなし会 10：30〜 両津図書館
両津図書館 ℡27-4182
音楽つきおはなしの会 14：00〜14：40
ストーリーテリング 14：45〜15：00
真野図書館
真野図書館 ℡55-2223

私たちプリモ佐渡は、地域社会貢献事業の一つとしてこのチラシを発行しております。掲載は無料です。ご希望の方は佐渡ホンダ販売㈱、森川までご連絡下さい。℡0259-51-1010 ℻0259-57-5478 e-mail info-joy@primosado.jp
発行：佐渡ホンダ販売株式会社 本田技研工業㈱正規ディーラーHonda Cars佐渡、携帯電話販売Primo Mobile、雑貨店モビリティワールド、Bread&Coﬀee しまふうみ、Coﬀee&Tea22を展開しています。

佐和田 ☎ 57-2111
真 野 ☎ 55-3111
赤 泊 ☎ 87-3111
74-2220
86-3200

佐渡汽船時刻表
〈6月1日〜6月30日〉
※天候の急変等により実際の運行
状況と異なる場合がございます。
ご利用の際は☎27-5111へ
お問合せください。

両津ー新潟航路
カーフェリー
両津発→新潟着 新潟発→両津着
5:30→ 8:00 6:00→ 8:30
9:15→11:45 9:20→11:50
12:40→15:10 12:35→15:05
16:05→18:35 16:00→18:30
19:30→22:00 19:30→22:00

ジェットフォイル

※印 6/２、
７、
８、
９、
１５、
１６、
２２、
２３、
３０ 運航
◎印 6/７、
８、
１３、
１４、
１５、
２１、
２２ 運航
■印6/２３ 運航

両津発→新潟着 新潟発→両津着
7:20→ 8:25
9:25→10:30
11:15→12:20
13:20→14:25
14:25→15:30
※１５：３０→１６：３５
16:25→17:30
17:30→18:35
─

7:55→ 9:00
■８
：
００→ ９
：
０５
◎８
：
５０→ ９
：
５５
9:40→10:45
11:30→12:35
12:50→13:55
14:55→16:00
15:55→17:00
18:00→19:05

小木ー直江津航路
高速カーフェリー「あかね」
小木発→直江津着 直江津発→小木着
11:50→13:30 9:30→11:10
16:30→18:10 14:10→15:50

赤泊ー寺泊航路
高速船「あいびす」
赤泊発→寺泊着 寺泊発→赤泊着
6:35→ 7:40 9:20→10:25
16:00→17:05 17:40→18:45
高速船「あいびす」は小型船のため、新潟・直江
津航路の船舶が就航していても海上模様により
欠航する場合がありますので、
ご了承ください。

Jリーグディビジョン１ アルビレックス新潟
ホームゲーム試合日程
第15節 6月17日㈯ 19:00キックオフ
対 大宮アルディージャ
会 場：デンカビッグスワンスタジアム
詳しくはアルビレックス新潟
オフィシャルウェブサイトへ
U R L：http://www.albirex.co.jp/

