日

両
新
小

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

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

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

土

先勝

7

赤口

自然遺産コンサートin佐渡
いにしえより伝わりしもの
14：30〜
（開場14：00）
アミューズメント佐渡 入場無料
自然遺産コンサート佐渡実行委員会 代表 笠井 ℡76-1122
マイカー点検教室 13：30〜16：30
親子で絵本 10：30〜 さわた図書館
自動車整備振興会佐渡分室
さわた図書館 ℡57-2711
定員70名（参加無料） 要申込（2日まで）
申 新潟県自動車整備振興会佐渡分室 ℡52-3061
○
新穂子ども読書会 テーマ『お月見』
<7日〜11日開催>刺し子（愛らんど）水彩（吉則）遊び展 9：30〜11：00 新穂図書室
新穂図書室 ℡22-2075
詳しくは、26日欄参照
第100回ぷち本町市 10：00〜14：00 河原田本町会館
天領佐渡両津薪能
ペパーランド ℡52-2288
詳しくは、水曜日欄下参照

<14日開催>新潟県看護協会佐渡支部
教育講演会「住み慣れた地域で暮らし続ける為に
〜地域住民と医療者の役割」
13：00〜15：30 金井コミュニティセンター
入場無料
佐渡看護専門学校 ℡63-4125（加藤）

27

<28日〜29日まで開催>
ＭＯＡ美術館佐渡児童作品展
9：00〜17：00（最終日15：00）
アミューズメント佐渡
090-4121-1316（山岸）

28

大安

<14日・22日開催>
おもちゃ病院さど臨時開院
14日10:00〜14:30 畑野温泉松泉閣
22日10:00〜14:00 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）

<7日〜11日開催>刺し子（愛らんど）水彩（吉則）遊び展
10：00〜17：00 優游亭
090-8801-9404(若林)

<27日〜11/9日まで開催>
読書週間 全館共通
「わくわくシール倍増週間」
（小学生以下対象）
中央図書館 ℡63-2800

<28日〜29日まで開催>
さわた文化祭
9：00〜17：00
（最終日15：00） 佐渡中央会館
佐和田地区公民館 ℡57-8131
真野地区文化祭
9：00〜17：00（最終日15：30）
真野体育館
真野地区公民館 ℡55-2179
赤泊地区文化祭
9：00〜 赤泊総合文化会館
赤泊地区公民館 ℡87-3141

〈10月1日〜10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。

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
両津発→新潟着 新潟発→両津着
10
1
9

10

月 日〜 日

21

仏滅

<7日開催>天領佐渡両津薪能
19:30〜 椎崎諏訪神社能舞台
運営協力金1,000円
天領佐渡両津薪能実行委員会
℡23-3300

26

仏滅

<25日・26日開催>平成29年度予約制年金相談
25日13：30〜17：00 佐渡中央会館
26日 8：50〜11:00 あいかわ開発総合センター
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」）

おはなし会
16:00〜 小木図書館
小木図書館 ℡86-3841

先負

25

<14日開催>佐渡市犯罪のない
安全で安心なまちづくり市民大会2017
13：30〜15：30
アミューズメント佐渡
佐渡市総務部防災管財課防災安全係 ℡63-3125

平成29年度高次脳機能障害者
「家族のつどい」
13：30〜15：30 土用
佐渡総合病院 要申込（2週間前まで）
申 佐渡地域振興局健康福祉環境部 ℡74-3407
○

佐渡汽船時刻表

月 日〜 日

20

14

おはなし会
10：30〜 両津図書館
両津図書館 ℡27-4182
おはなしかい 10：30〜 さわた図書館
さわた図書館 ℡57-2711
ジャニースさん（ALT）のおはなし会
Let's read in English! 10:00〜10:50
新穂図書室
新穂図書室 ℡22-2075
<14日・22日開催>おもちゃ病院さど臨時開院
詳しくは、水曜日欄下参照
佐渡市犯罪のない安全で安心なまちづくり市民大会2017
詳しくは、25日欄参照

友引

13

<13日〜17日開催>
カンボジアの万能布、クロマー展 in 佐渡
詳しくは、23日欄参照

先勝

<１日〜31日まで開催>
新潟県美術展覧会受賞作品展
9：00〜17：00（最終日14：00まで）
佐渡版画村美術館
入場料：大人400円 小人200円
佐渡版画村美術館 ℡74-3931

19

先負

31

<7日〜8日開催>宿根木祭り
7日 9：00〜
8日10：00〜
宿根木・宿根木新田
佐渡観光協会南佐渡支部

18

先勝

はじめまして！おはなしかい
10：30〜 中央図書館
中央図書館 ℡63-2800
第85回「種火の会」佐渡の「ふくし」のかたちを考える
19：00〜21：00 佐渡総合病院
会費：300円
090-4091-9507（光村）

友引

<21日〜22日開催>佐渡トキツーデーウオーク2017
21日 9：00〜受付 小木みなと公園
22日 9：00〜受付 アミューズメント佐渡
料金 大人（高校生以上） 1日1,000円 2日2,000円
子ども（中学生以下）無料 要申込（6日まで）
佐渡市スポーツ協会 ℡67-7510

12

9・10・11月決算法人説明会
14：00〜15：30 畑野商工会館
受講無料
（要申込）
申 公益社団法人佐渡法人会 ℡63-4234
○
<12日〜15日開催>数馬昭男 竹かご展
詳しくは、
4日欄参照

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

すわ参道オープンマーケット
10：00〜16：30
相川まつり 終日
河原田本町商店街
善知鳥神社・相川市街地
佐和田商工会 ℡52-3148
佐渡観光協会相川支部
秋ニ至レバ
「鬼太鼓の森」植樹イベント
税務関係民間四団体共催
講演会
山口幹文（笛）
9：30〜15：00 鬼太鼓の森
「これからの日本のために財政を考える」 <20日〜22日開催>フォトワンクラブ写真展
堀つばさ
9：00〜18：00（初日13：00〜最終日16：00まで） トキのむら元気館 要申込（13日まで）
（太鼓・歌・箏） 13：30〜15：00 アミューズメント佐渡
申 鬼太鼓の森づくり協議会事務局
○
アミューズメント佐渡 入場無料
受講無料
（要申込）
19:00〜
（開場18:30）
申 公益社団法人佐渡法人会 ℡63-4234
℡63-3761
090-7255-8208（斎藤）
○
ＰＲＩＭＯＳＡＤＯコミュニティホール
・<21日〜22日開催>両津としょかんカフェ
民話と紙芝居を楽しむ会
入場料3,000円
12：30〜13：30 新穂潟上温泉 参加無料 <21日〜22日開催>第62回佐渡山草展 ・<21日〜22日開催>佐渡トキツーデーウオーク2017
申 風月舎 ℡090-2153-7261
○
詳しくは、17日欄参照
新穂潟上温泉 ℡22-4126
詳しくは、30日欄参照
080-8884-8195
友引

先勝

24

大安

30

<21日〜22日開催>
両津としょかんカフェ
13：00〜16：00
両津地区公民館
23-3457
（土井 夜間）

<7日〜16日開催>キラキラしまＳｈｏｗ
須藤久美子 裂織展
10：00〜17：00（最終日16：00まで） 大慶寺
長屋門ぎゃらりい
大慶寺 ℡63-2530
赤口

17

普通救命講習を受講しましょう。
<14日開催>佐渡トキ保護センター
①13：00〜16：00 ②13：00〜17：00
『野生復帰ステーション』一般公開
佐渡市役所相川支所・相川消防署
定員10名程度（小学5年生以上対象） 13：30〜15：30 野生復帰ステーション
佐渡トキ保護センター
受講無料 要申込
（21日まで）
野生復帰ステーション ℡24-6151
申 相川消防署救急・救助係 ℡74-0119
○
先勝

赤口

<14日〜18日開催>第14回市展
9:00〜19：00（最終日13：00まで）
両津総合体育館 入場無料
佐渡市美術展覧会実行委員会事務局 ℡66-4160

赤口

大安

29

紅葉山まつり
10：00〜 紅葉山公園
佐渡市畑野行政サービスセンター
松ヶ崎連絡所 ℡67-2001
生活困窮者自立支援事業研修会
13:30〜16：30（受付13：00） あいぽーと佐渡
入場無料
佐渡市社会福祉協議会 ℡81-1155

23

<13日〜17日開催>
カンボジアの万能布、
クロマー展 in 佐渡
霜降
11：00〜16：00 蕎麦 茂左衛門
蕎麦 茂左衛門 ℡67-7972

仏滅

先負

22

OKESAMARU Café 2017
両津発9：15 新潟発12：35
両津発16：05カーフェリー
おけさ丸イベントプラザ
佐渡汽船PRチーム船上カフェ実行委員会
℡025-245-7511
第34回岩の平園祭 10：00〜14：30
岩の平園 第二岩の平園
第二岩の平園 松山 ℡22-4165
佐渡高等職業訓練校 第4回
生徒作品展＆技能展展 9：00〜15：00
佐渡高等職業訓練校（八幡小学校前）
佐渡高等職業訓練校 ℡57-1212

<7日〜8日開催>宿根木祭り
詳しくは、31日欄参照

6

水田竜子
新曲「新庄恋しや｣ヒット御礼！
プレゼント付ミニライブ
詳しくは、木曜日欄下参照

平成29年度子ども若者支援研修パート1
本町シアター『シェルブールの雨傘』字幕版
講演「今、大切なこと」 13：30〜15：30
13：30〜 河原田本町会館
佐渡中央会館 要申込（10日まで）
林本店 ℡52-3185
子ども若者相談センター ℡58-8077
新潟県看護協会佐渡支部 教育講演会
<14日〜18日開催>第14回市展
「住み慣れた地域で暮らし続ける為に 〜素敵な暮らし応援セミナー〜
詳しくは、
29日欄参照
「生活が変わる！散らからない住まいづくり」
Marie-Style 結成10周年＆3rdアルバム 〜地域住民と医療者の役割」
詳しくは、26日欄参照
13：30〜16：00（受付13：15） アミューズメント佐渡
佐渡トキ保護センター
『春夏秋冬』発売記念ライブ！
『野生復帰ステーション』一般公開
同時開催 画家熊野真吾作品展
<14日〜15日開催>ＳＡＤＯ未来会議2017 参加無料 要申込（13日17：30まで）
申 ㈲小林建築事務所 ℡51-2200
○
詳しくは、
24日欄参照
詳しくは、
15日欄参照
詳しくは、
9日欄参照

第5回産業振興セミナー
こころの健康相談会
「5Sで現場改善！
14：00〜16：00
〜誰でもできる
金井コミュニティセンター 相談無料
5S実践セミナー《続編》〜」
受付人数4人まで
（要予約）
17：00〜19：00 アミューズメント佐渡
申
○佐渡保健所 ℡74-3407
要申込
（13日まで）
新町まつり 8:00〜16：00
佐渡市産業観光部地域振興課
<14日開催>Marie-Style
真野新町 新町大神宮
佐渡観光協会 商工振興係 ℡63-4152
結成10周年＆3rdアルバム
「仕事も家庭も一生懸命」
<21日〜22日開催>第62回佐渡山草展
『春夏秋冬』発売記念ライブ！
〜ワーク・ライフ・バランス〜
9：00〜17：00（最終日16：00まで）
同時開催 画家熊野真吾作品展
18：30〜20：30
（開場17：30）
トキのむら元気館
18:00〜（開場16：30） マリンプラザ小木
畑野農村環境改善センター
申 090-4372-6677（中務）
佐渡山草会事務局 ℡63-2934（木村）
入場料2,000円 ○
畑野商工会 ℡66-2458
畑野まつり
終日 畑野 熊野神社
佐渡観光協会中央支部
消防ふれあい広場2017
10:00〜15：00 佐渡市消防本部
佐渡市消防本部予防課 ℡51-0123

11

ぴよっこおはなし会
10：30〜 ちのわの家
両津図書館 ℡27-4182
法人会女性部会主催佐渡税務署長講演
13：30〜15：00 アミューズメント佐渡
受講無料
（要申込）
申 公益社団法人佐渡法人会 ℡63-4234
○

5

金

考えてみようインターネットや
スマホとの付き合い方
18：30〜20：00
アミューズメント佐渡 参加無料 申込不要
佐渡地区労働者福祉協議会 ℡52-4562

赤口

16

10

おはなし会
15：30〜16：00 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223

<4日・18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）

℡27-7080

10/15 第37回新穂地区駅伝大会
新穂地区内一円
10/15 第28回マスターズダブルス
真野公園テニスコート
10/17 第14回 佐渡市高齢者ゲートボール大会（老人クラブ）金井温泉体育館
10/21 佐和田バレーボール大会
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
10/21 第4回佐渡地区郵便局長杯ゲートボール大会 金井温泉体育館
両津総合体育館
10/21〜 第21回両津シニアバレーボール大会
10/22 真野地区ソフトボール大会
真野球場
10/22 島民登山会
白瀬〜金剛山
10/22 バドミントンシングルス選手権大会
両津体育館
10/22 ママさんバレーボールシニア大会
金井小体育館
10/28 体協会長杯トリットボール大会
畑野熊野神社境内
10/29 佐渡ビーチバレー2人制選手権大会
真野長石海岸
10/29 新穂地区ウォークラリー大会
新穂地区内一円

大安

本格おりがみ体験
9：30〜11：30 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223

地域出張型災害ボランティア講座
13：00〜16：30
あいかわ開発総合センター 参加無料
佐渡市社会福祉協議会 ℡81-1155
<１日〜31日まで開催>
新潟県美術展覧会受賞作品展
詳しくは、
31日欄参照

4

<12日〜15日開催>
数馬昭男 竹かご展
十五夜
10：00〜18：00
アミューズメント佐渡 入場無料
090-5403-2235（数馬）

木

大安

<14日〜15日開催>ＳＡＤＯ未来会議2017
14日13：30〜 小木保育園
15日10：00〜 Guest Villa on the 美一
参加無料 ワンドリンク付き 要申込（10日まで）
申 佐渡市企画財政部企画課政策推進係 ℡63-3802
○

3

S
4
11
18
25

水

仏滅

9

第14回佐渡市社会福祉大会
13：00〜16：00
アミューズメント佐渡 入場無料
佐渡市社会福祉協議会
℡81-1155

F
3
10
17
24

佐渡市スポーツ協会スポーツ推進係

仏滅

<1日・15日・22日・29日開催>
『人生フルーツ』上映
①10：30〜 ②13：00〜
③15：30〜 Café ガシマシネマ
料金：大人1,000円
高校生以下500円（1drink付き）
Café ガシマシネマ ℡67-7644
本町を本の森に第９弾
10：00〜15：00 河原田本町商店街
57-1060（桜井美帆）体育の日

T
2
9
16
23
30

先負

＜8日〜12日開催＞キルト展
10：00〜16：00 あいぽーと佐渡
入場料 大人500円 高校生以下無料
あいぽーと佐渡 ℡67-7633

2

S M T W
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

火

特設人権相談所
9：00〜12：00 佐渡中央会館
相談無料 申込不要
新潟地方法務局佐渡支局 ℡74-3787

先負

友引

第2回佐渡民謡の祝祭
10：00〜15：30 佐渡奉行所
入場無料（雨天決行） 寒露
佐渡市社会教育課佐渡学センター ℡52-2447
鬼太鼓inにいぼ朱鷺夕映え市
10：00〜17：00 新穂行政サービスセンター横
特設会場
新穂商工会 ℡22-2166

15

October
友引

順徳院黒木御所
第9回佐渡吟詠大会入選作品
発表並びに表彰式
記念講演 「にんげんのうた川柳」
10：00〜12：30 泉公民館（黒木御所向井い） 入場無料
佐渡吟詠大会事務局 ℡63-3312（北條）
新穂ダム鳥類定例調査 5：10〜
新穂ダム駐車場集合 途中参加可
雨天中止
野鳥の会 ℡22-3328
しまびと元気まつり
9：30〜14：00 トキのむら元気館
佐渡市役所健康推進室 ℡63-3115

8
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月

先勝

1

10

１０月スポーツイベント

10/1 第41回両津駅伝競走大会
黒姫〜両津小
10/1 第30回親善少年野球大会 兼 南ロータリー旗野球大会 佐和田野球場
10/1 真野地区テニス大会
真野公園テニスコート
10/1 小木地区運動会
小木小学校グラウンド
10/1 佐渡ゴルフ連盟選手権大会
ときの郷ゴルフ場
10/1 全佐渡剣道選手権大会
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
10/1 第20回市野重治記念水泳大会
佐渡スポーツハウス
10/6 分団対抗バレーボール大会
小木体育館
10/7 ソフトテニス秋季選手権（中学生）
佐渡スポーツハウス
10/7･8 第26回全佐渡中学校野球新人戦大会（少年部）畑野球場 金井球場
10/8 相川駅伝大会
栄町〜戸地
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
10/12〜 バドミントンナイターリーグ（前期）
10/14 ソフトテニス秋季選手権（高校・一般）
佐渡スポーツハウス

10
31

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

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
7:55→ 9:00
9:40→10:45
11:30→12:35
12:50→13:55
14:55→16:00
16:25→17:30

小木ー直江津航路
高速カーフェリー「あかね」
※印 10/7 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
10月1日

6:35→ 7:40 9:20→10:25
16:00→17:05 17:40→18:45

10月2日〜31日 運休
<6日開催>
水田竜子
新曲
「新庄恋しや｣
ヒット御礼！
プレゼント付ミニライブ
13：00〜 蔦屋書店 佐渡佐和田店
観覧無料 色紙サイン＆2ショット撮影会
蔦屋書店 佐渡佐和田店 ℡57-4100

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。

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31節 10月29日㈰ 14:00キックオフ
対 サガン鳥栖
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/

