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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
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

6

小寒

赤口

3

木

サンテラ佐渡スーパーアリーナ
真野体育館
新穂中体育館
真野体育館
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
羽茂B＆G体育館
羽茂B＆G体育館
両津総合体育館
サンテラ佐渡スーパーアリーナ

大安

2

S
3
10
17
24

仏滅

元日

F
2
9
16
23

１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
1/2 新春バドミントン大会
サンテラ佐渡スーパーアリーナ 1/21 インドアソフトテニス選手権
1/9〜 相川バスケットボールナイターリーグ大会 相川体育館
1/21 真野バドミントン大会
1/12 小木ナイターバドミントン大会
小木Ｂ＆Ｇ海洋センター 1/21 第12回新穂地区親善9人制男女混合バレーボール大会
1/22〜 真野地区ソフトバレーボールナイターリーグ戦
1/13 オープニングイベント開催
平スキー場
1/27･28 佐渡市中学校新人バスケットボール大会
1/14 第49回両津バスケットボール大会
両津総合体育館
サンテラ佐渡スーパーアリーナ 1/28 第44回羽茂バドミントン大会
1/14 中学1年生バレーボール大会
1/18 バドミントンナイターリーグ（後期）
サンテラ佐渡スーパーアリーナ 1/28 第56回羽茂卓球大会
1/20 インドアソフトテニス選手権
サンテラ佐渡スーパーアリーナ 1/28 第39回両津少年少女卓球大会
1/21 第44回両津ミニバスケットボール大会
両津小体育館
1/28 インドアソフトテニス選手権

先負

先勝
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2018 / 2 February

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。

9:15→11:45
6:00→ 8:30
あ13:00→15:00 あ 9:45→11:45
16:05→18:35 12:35→15:05
あ19:30→21:30 あ16:00→18:00
28
22:50→ 1:20 19:30→22:00
1

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

29
31

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

無印はカーフェリー「ときわ丸」または「おけさ丸」
（運航時間2時間30分）
あ印は高速カーフェリー「あかね」
（運航時間2時間00分）

ジェットフォイル

※印 1/6〜8,13,14,20,21,27,28 運航
◎印 1/9〜12,15〜19,22〜26 運航

両津発→新潟着 新潟発→両津着

1

7:20→ 8:25
7:55→ 9:00
9:30→10:35
9:40→10:45
11:15→12:20 11:30→12:35
13:20→14:25 13:45→14:50
15:30→16:35 15:30→16:35

1
5

1

7:20→ 8:25
※8:40→ 9:45
6 ◎9:30→10:35
11:15→12:20
28 13:20→14:25
15:30→16:35

※7:05→ 8:10
◎7:55→ 9:00
9:20→10:25
11:30→12:35
13:45→14:50
15:30→16:35

1

7:20→ 8:25
7:55→ 9:00
9:30→10:35
9:40→10:45
11:15→12:20 11:30→12:35
13:20→14:25 13:45→14:50
31
16:00→17:05 15:55→17:00
月 日〜 日

夜間に救急車を呼ぶ？
病院に行く？迷ったときは・
・
・
毎日19：00〜翌朝8：00まで
電話：プッシュ回線の固定電話・
携帯電話「♯7119」
ダイヤル回線の固定電話・IP電話・
PHS「025-284-7119」
15歳未満のお子さんに関する
ご相談「♯8000」
佐渡市消防本部中央消防署
℡51-0122

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

6

月 日〜 日

第10回冬の日本海に
新年の願いを叫ぶコンテストｉ
ｎ願
11：00〜
佐渡市願集落（福助屋旅館前） 参加無料
市役所本庁舎前から無料シャトルバス運行
（要予約10：00出発） 要申込（26日まで）
申 佐渡市役所建設部建設課建設係
○
℡63-5118

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

1

月 日〜 日

Honda Cars佐渡 PRIMO MOBILE MOBILTYWORLD
Coﬀee&Tea22 しまふうみ SEASIDE HOUSE in しまふうみ

1月３日（水）〜4日（木）

27

5

月 日〜 日

年始は３日より営業いたします。

新春大感謝祭

20

第32回佐渡地区
リコーダーフェスティバル
13:00〜15：30
大寒
あいぽーと佐渡 入場無料
佐渡地区リコーダー教育研究会
℡63-4115（金井小 風間）
第３土曜本町市
10：00〜14：00 河原田本町商店街
小山電機商会 ℡52-3231
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）

1

月 日〜 日

本年もよろしくお願い申し上げます。

おはなしかい
10：30〜 さわた図書館
さわた図書館 ℡57-2711
新穂子ども読書会 テーマ『犬』
9：30〜11：00 新穂図書室
対象：小学生以上
読書活動（ブックトーク）
テーマ「くすりになる本」
新穂図書室 ℡22-2075
本町シアター『第三の男』字幕版
13：30〜 河原田本町会館
林本店 ℡52-3185

月 日〜 日

2018 A Happy New Year

13

両津発→新潟着 新潟発→両津着

1

仏滅

特設人権相談所
9：00〜12：00
新穂地区公民館 相談無料
新潟地方法務局佐渡支局
℡74-3787

先負

26

親子で絵本（乳幼児対象）
10：30〜 さわた図書館
さわた図書館 ℡57-2711

先負

友引
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両津ー新潟航路
カーフェリー

先勝

赤口

19

おはなし会スペシャル
10:30〜
両津図書館
両津図書館 ℡27-4182
普通救命講習を受講しましょう。
詳しくは、24日欄参照
新穂図書室 16ミリフィルム上映会 子ども若者支援研修会 パート４
新穂トキめきシネマ
「心の居場所で見つけた回復へのカギ」
10：00〜11：00 新穂地区公民館 13：30〜15：30 トキのむら元気館
対象：小学生以上（未就学児は保護者同伴） 受講無料 要申込（前日まで）
申 佐渡市市民福祉部子ども若者課
上映プログラム：
「忍たま乱太郎 パート９」 他２本 ○
新穂図書室 ℡22-2075
子ども若者相談センター ℡58-8077
友引

31

オープンキャンパス
9：15〜 佐渡保育専門学校
要申込（当日参加OK）
申 佐渡保育専門学校 ℡63-6613
○

12・1・2月決算法人説明会
14：00〜15：30
金井商工会館
受講無料
（要申込）
申 公益社団法人佐渡法人会 ℡63-4234
○

おはなし会
16:00〜 小木図書館
小木図書館 ℡86-3841

<12日・19日・26日・
2月2日・9日開催>
佐渡金銀山を知るための市民講座（全9回）
18：30〜20：00 金井コミュニティセンター
料金：1,000円(資料代)
定員50名 要申込
第5回 12日：
「江戸時代の佐渡金銀山」
第6回 19日：
「日本の近代化と佐渡鉱山」
第7回 26日：
「鉱山都市相川のまちなみを歩く」
申 佐渡市役所産業観光部観光振興課
○
3資産プロモーション室 ℡67-7944

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
<12日・19日・26日・2月2日・9日開催>
佐渡金銀山を知るための市民講座（全9回）
詳しくは、31日欄参照

先勝

<20日開催>
普通救命講習を受講しましょう。
① 13：00〜16：00
②13：00〜17：00 両津消防署
定員10名（小学5年生以上対象）受講無料
要申込
（19日まで）
申 両津消防署救急・救助係 ℡27-3555
○
友引

<23日開催>
法人会主催新春特別講演会
テーマ：
『講談』で描かれる人の繋がり
講師：日向ひまわり 氏
（講談師）
15：30〜17：00 八幡館
受講無料
（要申込）
申 公益社団法人佐渡法人会 ℡63-4234
○

24

先勝

30

先勝

<23日開催>
第88回「種火の会」片付けを習う時代！
！
〜これからのモノの持ち方・片づけ方〜
講師:倉澤香織さん（整理収納アドバイザー）
19：00〜21：00
佐渡総合病院 会費：300円
090-4091-9507（光村）

23

はじめまして！
おはなしかい
詳しくは、
22日欄参照
さどまるごとネットワーク
‒異業種交流・企業間連携ワークショップ詳しくは、
22日欄参照
第88回「種火の会」片付けを習う時代！
！
〜これからのモノの持ち方・片づけ方〜
詳しくは、
29日欄参照
法人会主催新春特別講演会
テーマ：
『講談』で描かれる人の繋がり
詳しくは、
30日欄参照

18

12

大安

<10日・17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）
申 こころの森親子ネット
○
℡080-6556-2275（角坂）
赤口

29

赤口

大安

28

文化財防火デー防火訓練
10：00〜11：00
潟端 諏訪神社
佐渡市産業観光部世界遺産推進課文化財室
℡63-3195
第17回佐渡吹奏楽フェスティバル
13：30〜16：30(開場13：00)
アミューズメント佐渡 入場無料
プレイベント：27日 合同練習
13：00〜17：00 見学自由
佐渡吹奏楽フェスティバル実行委員会事務局
佐和田中学校 村川 ℡57-2071

22

<23日開催>
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
さどまるごとネットワーク
‒異業種交流・企業間連携ワークショップ14：00〜17：00
椎崎温泉の宿 ホテルニュー桂
参加無料 要申込
（19日まで）
申 佐渡市産業観光部地域振興課商工振興係
○
℡63-4152

17
土用

こころの健康相談会
ビブリオバトルin畑野
14：00〜16：00 両津地区公民館 12：00〜13：00 畑野図書室
相談無料 受付人数4人まで（要予約） オススメ本を紹介しあう読書会
申 佐渡保健所 ℡74-3407
○
畑野図書室 ℡66-3889
大安

仏滅

21

第24回全佐渡
百人一首かるた大会
10：00〜
（9：00〜受付 9：15〜開会式）
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
小学校低学年（１〜３年生）以下の部
小学校高学年（４〜６年生）の部
中学生の部・高校一般の部
1対1の競技かるたトーナメント方式
090-8039-9167（駒形）
090-1044-8228（末武）

16

11

法人会女性部会主催
税務研修会
確定申告の基礎知識および
鏡開き
贈与税と相続税について
13：30〜15：00 アミューズメント佐渡
<11日・18日開催>お仕事出張相談
受講無料
（要申込）
13：30〜15：30
申 公益社団法人佐渡法人会 ℡63-4234
○
11日：あいかわ開発総合センター
<10日・17開催>フリースペース「はばたき」 18日：佐渡市役所羽茂支所
対象：15歳から39歳までの方
詳しくは、
17日欄参照
およびそのご家族
<10日・24日・25日開催>
三条地域若者サポートステーション
平成29年度予約制年金相談
「佐渡サテライト」 ℡67-7367
詳しくは、
8日欄参照
赤口

平成30年佐渡市消防出初式
14：00〜市中行進
（河原田本町商店街）
14：30〜一斉放水
（佐和田海水浴場駐車場）
15：00〜式典
（アミューズメント佐渡）
佐渡市消防本部総務課消防係
℡51-0121

15

10

仏滅

14

おはなし会
15：30〜 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223
民話と紙芝居を楽しむ会
12：30〜13：30
新穂潟上温泉 入場無料
新穂潟上温泉 ℡22-4126
第26回立志元服式
14：00〜15：40 トキのむら元気館
新穂地区公民館 ℡22-2075
仏滅

先負

七草

9

先負

<7日・14日・21日・28日
2月4日・11日・18日・25日開催>
『まともな男』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）
未就学児無料 定員20名
Café ガシマシネマ ℡67-7644

<10日・24日・
成人の日
25日開催>
平成29年度予約制年金相談
10日12：40〜15：00 あいぽーと佐渡
24日13：30〜17：00 佐渡中央会館
25日 8：50〜10：50 羽茂農村環境改善センター
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」）

友引
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先勝

7

<〜20日開催>
畑野商工会青年部イルミネーション
16：00〜24:00
畑野行政サービスセンター入口の
時計台周辺
畑野商工会 ℡66-2458

<〜8日開催>北朝鮮による
拉致問題を考える巡回パネル展
両津南埠頭ビル2階
佐渡シータウンみやげ売場
新潟県佐渡地域振興局企画振興部
℡74-3129

〈1月1日〜1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。

官庁仕事始め
〈3日〜４日開催〉新春大感謝祭
第42回赤泊正月マラソン大会
詳しくは木〜金曜日欄下参照
10：00〜
（受付9：00〜9：25 開会式9：40〜） 胴押し
佐渡汽船赤泊港 御座船前スタート 18：30〜 月布施 毘沙門堂
佐渡観光協会 ℡27-5000
赤泊地区公民館 ℡87-3141

佐渡汽船時刻表

29

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

1月1日
14:20→16:00 11:40→13:20
〜4日

1月5日〜31日 運休

赤泊ー寺泊航路
高速船「あいびす」
1月1日〜31日 運休

