日

S M T W T

August

月

火

佐渡観光協会 ☎ 0259-27-5000
両津支部 ☎ 23-3300
相川支部 ☎ 74-2220
中央支部 ☎ 27-5000
南佐渡支部 ☎ 86-3200
アミューズメント佐渡 ☎ 52-2001

4

5

17

18
31

5:30→ 8:00
9:15→11:45
12:40→15:10
16:05→18:35
19:30→22:00

6:00→ 8:30
9:20→11:50
12:35→15:05
16:00→18:30
19:30→22:00

※2:00→ 4:30
6:10→ 8:40
9:15→11:45
12:40→15:10
16:05→18:35
19:30→22:00
22:40→ 1:10

3:00→ 5:30
6:00→ 8:30
9:20→11:50
12:35→15:05
16:00→18:30
19:30→22:00
※22:40→ 1:10

5:30→ 8:00
9:15→11:45
12:40→15:10
16:05→18:35
19:30→22:00

6:00→ 8:30
9:20→11:50
12:35→15:05
16:00→18:30
19:30→22:00

ジェットフォイル
両津発→新潟着 新潟発→両津着
7:20→ 8:25
9:30→10:35

7:55→ 9:00
9:40→10:45

1 11:15→12:20 11:30→12:35
13:20→14:25 12:50→13:55
14:25→15:30 14:55→16:00

4 16:25→17:30 15:55→17:00

5

17

8月 日〜 日

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

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、SEASIDE HOUSE in しまふうみ、Coﬀee&Tea22を展開しています。

1

8月 日〜 日

志め張り山の会『夏』
朝から日暮れまで
しめばり山荘（羽茂大崎）
前田富士子写真展（9月30日まで）
74-3746（柳平）
コロッケ爆笑コンサート2017
13：30〜15：30（開場13：00）
アミューズメント佐渡
入場無料（要申込） 対象：小学生以上
新潟県教職員互助会 ℡025-283-7511
第2回佐渡クリーンアップ大作戦
詳しくは、金曜日欄下参照

第20節 8月 5日㈯ 19:00キックオフ
対 横浜Ｆ
・マリノス
第21節 8月 9日㈬ 19:00キックオフ
対 川崎フロンターレ
第23節 8月19日㈯ 19:00キックオフ
対 ベガルタ仙台
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/

※印 8/10〜8/17 運航

両津発→新潟着 新潟発→両津着

8月 日〜 日

26

両津ー新潟航路
カーフェリー

8月 日〜 日

19

おはなし会
10：30〜 両津図書館
両津図書館 ℡27-4182
佐渡の街 交流会in
アース・セレブレーション2017
CAVE PARTY
12:30〜17:00（受付12:00） 小木 琴浦洞窟内
参加費：男性7,000円 女性5,000円 要申込
申「佐渡の街 交流会」
○
実行委員会
℡080-4883-3159（近藤）
二宮神社薪能 18：30〜 二宮神社 入場無料
二宮神社薪能実行委員会事務局 ℡52-4372（山本）

〈8月1日〜8月31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。

8月 日〜 日

<23日・24日開催>
平成29年度予約制年金相談
23日13：30〜17：00 佐渡中央会館
24日 9:00〜11:30 あいぽーと佐渡
相談無料（要申込） 定員になり次第終了
申 日本年金機構新潟西年金事務所
○
お客様相談室
℡025-225-3008（音声案内「5番」）

12

新穂・絵本でパズル
14：30〜15：15
夏はこわいぞ おはなし会
15：30〜16：30
新穂図書室
新穂図書室 ℡22-2075
まの夏まつり
11：30〜15：00（イベント受付10：30〜）
真野長石海岸
真野まつり振興会
℡55-2711（真野商工会内）

佐渡汽船時刻表

8月 日〜 日

<26日開催>第2回佐渡クリーンアップ大作戦
8：00〜10：00 島内6ヵ所（要申込18日まで）
佐渡市市民福祉部環境対策課 ℡63-3113

5

ぷち本町市
10：00〜14：00
河原田本町会館
ペパーランド ℡52-2288
大相撲夏巡業佐渡場所
8：00〜15：00
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
大相撲夏巡業佐渡場所実行委員会
℡67-7645（平日9：00〜17：00）
<5日・6日開催>
夜のさざえ拾いと民謡鑑賞の夕べ
詳しくは、29日欄参照

大安

<26日〜27日開催>
安寿天神まつり
26日16:00〜（前夜祭）
27日11:00〜
畑野行政サービスセンター前・畑野商店街
安寿天神まつり実行委員会
（畑野商工会） ℡.66-2458
小木港祭り
終日 小木町地区一円
大花火大会26日20：00〜
小木港祭り実行委員会
（小木町商工会内） ℡86-2216

川 ☎ 74-3111 佐和田 ☎ 57-2111
野 ☎ 66-3111 真 野 ☎ 55-3111
茂 ☎ 88-3111 赤 泊 ☎ 87-3111

先負

31

＜〜8月30日開催＞
大相撲佐渡ヶ嶽元祖
夷出身佐渡ヶ嶽猪之助展
10:00〜16：00 両津春日 安照寺
27-2673（梶井）
高橋信一生誕100年記念特別展
9：00〜17：00 佐渡版画村美術館
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）
佐渡版画村美術館 ℡74-3931

25

津 ☎ 27-2111 相
穂 ☎ 22-3111 畑
木 ☎ 86-3111 羽

友引

18

両
新
小

先勝

11

新穂ダム鳥類定例調査
4：20〜
新穂ダム駐車場集合
山の日
途中参加可 雨天中止
野鳥の会 ℡22-3328
普通救命講習を受講しましょう。
①13：00〜16：00 ②13：00〜17：00
佐渡市南佐渡消防署
定員10名（小学5年生以上対象）
受講無料
（要申込9日まで）
申 南佐渡消防署救急・救助係
○
℡88-3119

仏滅

<6日開催>
第19回新穂城跡はすまつり
15：30〜19：30 下新穂集落開発センター前広場
新穂城跡はすまつり実行委員会
℡22-3431
（影山）

<5日・6日・11日〜14日開催>
春駒＆のろま人形上演会
13：15〜 新穂歴史民俗資料館
料金：大人500円・小中学生300円
佐渡観光協会

友引

24

仏滅

30

<5日〜6日開催>
赤泊港まつり
５日17：00〜
（前夜祭）
6日 9：30〜
赤泊港特設会場 花火大会5日20：30〜
赤泊港祭り実行委員会 ℡87-2200

アース・セレブレーション2017
<18日〜20日開催>
プレイベント佐渡薪能公演
アース・セレブレーション2017
19：00〜（開場18：30）
10：00〜23：00 小木みなと公園他
相川春日神社能舞台
アース・セレブレーション実行委員会
料金：大人 前売り3,000円（当日3,300円）
℡81-4100（月〜金9：30〜17：00）
小中高生前売り1,500円（当日1,700円）
全席自由 雨天決行
おもちゃ病院さど
佐渡地域観光交流ネットワーク ℡67-7995 10:00〜12:00 金井コミュニティセンター
無料
第3土曜本町市 10：00〜14：00 河原田本町商店街 診断・治療（修理）
おもちゃ病院さど ℡090-1620-8684（本間）
ペパーランド ℡52-2288
<19日〜20日開催>としょかんカフェ
2017佐渡三大民謡全国大会
詳しくは、30日欄参照
詳しくは、
3日欄参照

法人会特別講演会
『働く人と企業の健康の創造』
夏休み
講師：石井公一 氏
スペシャルおはなし会
残暑
（健康経営研究会 認定講師） 15：30〜17：00
16:00〜 小木図書館
ホテル大佐渡 受講無料（要申込）
小木図書館 ℡86-3841
申 公益社団法人佐渡法人会 ℡63-4234
○
第3回産業振興セミナー
<23日・24日開催>平成29年度予約制年金相談
移住女子ファーマーの出前講座
講師：佐藤可奈子 氏（かなやんファーム） 詳しくは、金曜日欄下参照
17：00〜19：00 アミューズメント佐渡
<19日開催>2017トキ野生復帰シンポジウム
参加無料
（要申込18日まで）
13：00〜17：30 金井コミュニティセンター
申 佐渡市役所産業観光部
○
トキ交流会館 ℡24-6040
地域振興課商工振興係 ℡63-4152
<19日〜20日開催>
としょかんカフェ
13：00〜16：00 両津地区公民館
19日14：00〜15：00夏まつり
23-3457
（土井）
夜間

4

佐渡市役所産業観光部観光振興課 ☎ 0259-67-7944
佐渡市役所各支所サービスセンター

土

先勝

17

赤泊多目的グラウンド
両津総合体・両津中・金井中・新穂中
金井温泉体育館
サンテラ佐渡スパーアリーナ
佐渡スポーツハウス
サンテラ佐渡スパーアリーナ
畑野中
真野公園テニスコート
未定

赤口

23

10

山の日の早朝登山 要予約
申 夕虹会
○
℡63-6404（松本）
ふれあい盆踊り大会 18：30〜20：00
特別養護老人ホーム「真野の里」 参加無料
55-4015（担当：川原晴夫）
佐渡の盆 獅子ヶ城まつり 10：00〜22：00
河原田小学校グラウンド、河原田海水浴場周辺
花火ファンタジー20：00〜
獅子ケ城まつり実行委員会事務局
℡52-3148（佐和田商工会内）
白雲台夏祭り 詳しくは、2日欄参照

先負

<5日・6日開催>
夜のさざえ拾いと民謡鑑賞の夕べ
20：00〜21：00
（受付19：30）
南佐渡離島開発総合センター前（受付）
料金：大人1,300円 小人600円
佐渡観光協会南佐渡支部 ℡86-3200

2017トキ野生復帰シンポジウム
詳しくは、
24日欄参照

先負

29

友引

28

＜8日〜12日開催＞
RUIS VILLANUEVA ＆
HITOMI YOSHIMURA
〜バレエ＆ジャズ特別ワークショップ〜
Studio PAL
受講料：スタジオ会員1クラス2,000円
非会員1クラス2,800円
バレエプライベートレッスン
1時間
（1名のみ）
5,000円
申 Studio PAL ℡63-4601
○

<〜20日開催>
渡辺欣次 ＆ 鬼𠮷男
木版画 二人展
10：00〜21：00 茶房げんざ
茶房げんざ ℡29-2072

16

＜6日・9日・11日・12日開催＞
トキの里探検隊
〜体験ガイドと一緒に里山を探検しよう〜
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
申トキの里探検隊事務局
○
℡22-2658（平日8：30〜17：30）

友引

先勝

22

夏休みスペシャルおはなし会
16:00〜 小木図書館
小木図書館 ℡86-3841
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
佐渡★ピースキャンドルプロジェクト
18：15〜19：45 あいぽーと佐渡
入場無料 定員100名
連合佐渡地協
事務局長 中川健二 ℡52-4562

先勝

<14日〜15日開催>
尖閣湾揚島ライトアップ
19：30〜21：30 尖閣湾揚島園内
入場料：大人200円 小人100円
尖閣湾揚島観光 ℡75-2311

9

<6日〜8日開催>両津七夕まつり・川開き
6日15：00〜 7日9：00〜
8日13：00〜（花火大会20：30〜）
両津夷・両津湊地内
両津川開き協会 ℡27-2119

赤口

大安

15

佐渡市成人式
14：00〜17：00
アミューズメント佐渡 終戦記念日
佐渡市教育委員会社会教育課
℡66-4160

<2日・23日開催>
フリースペース「はばたき」
14：00〜16：00 真野体育館
参加無料
（要予約）
こころの森親子ネット
℡080-6556-2275
（角坂）

3

<19日開催>
2017佐渡三大民謡全国大会
10：00〜17：00（予定）
アミューズメント佐渡 入場無料
2017佐渡三大民謡全国大会実行委員会
℡090-1424-5514（佐々木）

金

赤口

8

おはなし会
15：30〜 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223
第2回消費生活講座 夏休み親子で遊ぼう
おやつ探検隊！〜やさいのヒ・ミ・ツを学ぼう〜
詳しくは、27日欄参照
＜8日〜12日開催＞
RUIS VILLANUEVA ＆
HITOMI YOSHIMURA
〜バレエ＆ジャズ特別ワークショップ〜
詳しくは、28日欄参照

2

<11日開催>
白雲台夏祭り
11：00〜 交流センター白雲台
Ryokan浦島 ℡57-3751

木

大安

1

水

おおさき川の日
10：00ちょぼくり集合
はじめまして！
15：00解散 法乗坊がわら
おはなしかい
74-3746
（柳平）
10：30〜 中央図書館 対象：0〜3才
中央図書館 ℡63-2800
世阿弥供養祭 10：00〜 金井能楽堂
入場無料
佐渡観光協会
第83回「種火の会」
「佐渡から病院がなくなる！」
絆・遠泳横断プロジェクト
〜現状と対策の方向〜
セカンドチャレンジWave2
多田海岸3：00スタート → 新潟市西区 講師: 佐藤賢治 氏（佐渡総合病院院長）
上新栄町5824-240 18：00ゴール 19：00〜21：00 佐渡総合病院
絆・遠泳横断プロジェクト実行委員会 会費：300円
090-4091-9507
（光村）
℡080-3334-6323（会長 伊藤博之）
先勝

赤口

<8日開催>
第2回消費生活講座 夏休み親子で遊ぼう
おやつ探検隊！〜やさいのヒ・ミ・ツを学ぼう〜
10：00〜11：30 あいぽーと佐渡
参加無料 小学生の親子15組30名（要申込）
申 佐渡市立消費生活センター ℡57-8143
○

大安

仏滅

27

加茂神社夜能
19：00〜
加茂神社能舞台 入場無料
畑野能楽クラブ・一葉会
℡090-4925-8480（本間）

21

仏滅

先負

20

7
14
21
28

大安

＜6日・9日・11日・12日開催＞
トキの里探検隊
〜体験ガイドと一緒に里山を探検しよう〜
詳しくは、
16日欄参照
<6日・13日・20日・27日開催>
『ニューヨーク眺めのいい部屋売ります』上映
詳しくは、
13日欄参照

14

6
13
20
27

S
2
9
16
23
30

８月スポーツイベント
佐渡市スポーツ協会スポーツ推進係 ℡27-7080
8/5･6 オープンウォータースイム
佐和田海岸
8/15 赤泊お盆野球大会
8/19･20 第24回佐渡市中学校親善バスケットボール交歓大会
8/5 七夕・川開き野球大会
両津野球場
8/5･6 七夕・川開きソフトテニス大会
両津テニスコート
8/20 第25回高齢者（協議会）ゲートボール大会
8/6 七夕・川開きバスケットボール大会
両津総合体育館
8/20 佐渡オープン2017バドミントン大会
8/26 ソフトテニス夏季選手権（高校・一般）
8/6 第12回全佐渡野球選手権大会
畑野球場ほか
8/26･27 トキの子カップバレーボール交流大会
8/7 七夕・川開き卓球大会
両津総合体育館
8/11･12 第41回ライオンズ旗争奪全佐渡少年野球大会（学童部） 畑野球場・金井球場
8/27 飯田杯9人制女子バレーボール大会
8/12 佐渡ビーチバレー男女混合4人制大会 真野長石海岸
8/27 第8回サマーカップシングルステニス大会
佐渡スポーツハウステニスコート 8/27 南部地区交流テニス大会
8/15 真野地区ソフトテニス大会

仏滅

7

こころの健康相談会
9：30〜11：30
金井コミュニティセンター
相談無料 受付人数4人まで（要予約） 立秋
申 佐渡保健所 ℡74-3407
○

第40回いこいの村まつり
16：30〜21：00 多田港
海洋薪能18：45〜
大花火大会20：15〜
67-2021
（朝井）
新穂ふるさと夏まつり 18：00〜
<6日・13日・20日・27日開催>
新穂行政サービスセンター横駐車場
『ニューヨーク眺めのいい部屋売ります』上映
新穂ふるさと夏祭り実行委員会
①10：30〜 ②13：00〜
③15：30〜 Café ガシマシネマ
℡22-2166
料金：大人1,000円
かない夏祭り 18：00〜21：00
高校生以下500円（1drink付き） Aコープ金井駐車場 雨天時中止の場合あり
Café ガシマシネマ ℡67-7644
金井商工会 ℡63-4161
全佐渡将棋大会
「8月月例チャンピオン戦」
10：00〜 佐渡中央会館
会費：一般1,000円 会員・学生500円
090-4091-9507（光村）
「保健室で学校が変わる！」
〜学校に安心して通えるために〜
講師：中村美砂緒先生
（南佐渡中学校養護教諭）
13：30〜16：00 真野体育館
会費300円
（要申込11日まで）
申 090-7229-9780
○
（臼木）
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仏滅
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夏の祭典 たかち芸能祭
17：00〜21：00
高千中学校グラウンド
雨天時：体育館
佐渡観光協会相川支部
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佐渡農業技術センター 一般公開
9:00〜11:30
（受付8:45）
新潟県農業総合研究所佐渡農業技術センター
参加無料
（要申込）
申 佐渡農業技術センター
○
℡63-4102
＜〜8月30日開催＞
・大相撲佐渡ヶ嶽元祖 夷出身佐渡ヶ嶽猪之助展
・高橋信一生誕100年記念特別展
詳しくは、
31日欄参照
<〜20日開催>渡辺欣次 ＆ 鬼𠮷男
木版画 二人展 詳しくは、29日欄参照
先負

友引
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夏休みおはなし会
10：30〜11：15
中央図書館 対象：幼児〜小学生
中央図書館 ℡63-2800
2017佐渡オープンウォータースイミング
8：00〜
（1,000ｍスタート）
佐和田海岸海水浴場スタート・フィニッシュ
佐渡市スポーツ協会 ℡67-7510
第19回新穂城跡はすまつり
詳しくは、30日欄参照
<6日〜8日開催>両津七夕まつり・川開き
詳しくは、3日欄参照
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2017/ 9 September

18
31

17:30→18:35 18:00→19:05
7:20→ 8:25
8:45→ 9:50
9:30→10:35
11:15→12:20
13:20→14:25
14:25→15:30
15:30→16:35
16:25→17:30
17:30→18:35

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

7:20→ 8:25
9:30→10:35
11:15→12:20
13:20→14:25
14:25→15:30
16:25→17:30
17:30→18:35

7:55→ 9:00
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」
※印 8/5〜8/17 運航

小木発→直江津着 直江津発→小木着
※7:00→ 8:40 ※4:40→ 6:20
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。

