日

March

月

<3日〜25日開催>
オアシス2018春 佐渡両津ひなまつり
あいぽーと佐渡・両津港周辺 終日
佐渡観光協会両津港案内所
℡27-5000

<3日〜27日開催>桃の節句展
10：00〜21：00 茶房げんざ
定休日：水・木曜日
茶房げんざ ℡29-2072

10

<10日〜11日開催>雪割草展示会
9：00〜17：00（最終日16：00まで）
コマツ佐渡（ひらせいホームセンター様向い）
佐渡草友会
℡090-3093-3025（松田）

<10日開催>第7回佐渡学セミナー
講演「人工現実技術と子どもの発達」
講師：白井 述氏（新潟大学人文学部准教授）
調査報告「近代和風建築調査について」
講師：佐渡建築士会・佐渡市世界遺産推進課
13：30〜16：30 金井コミュニティセンター
定員150名 申込不要 入場無料
佐渡学センター（佐渡博物館内）
℡52-2447

世界一幸福な国 デンマーク子育てシェア会
9:30〜15:30 いさびりの宿 道遊
参加有料 子供参加可
要申込（24日まで）
申 090-5323-6162
○
（北澤）

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。

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 3/1,2 運航

◎印 3/3〜23 運航

両津発→新潟着 新潟発→両津着
3
1

23
3

24
31

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
16:25→17:30 ※16:25→17:30
─
◎16:45→17:50
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 12:50→13:55
14:25→15:30 14:55→16:00
16:25→17:30 15:55→17:00
17:25→18:30 17:55→19:00

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

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

31

〈3月1日〜3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。

月 日〜 日

24

佐渡汽船時刻表

月 日〜 日

30

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
10：00〜14：00 河原田本町商店街
小山電機商会 ℡52-3231
＜17日〜18日開催＞
・第11回南佐渡雪割草展
・第9回おけさ雪割草の会
詳しくは、19日欄参照

仏滅

<9日〜11日開催>
第21回佐渡写楽会写真展
9：00〜18：00
（初日12：00〜、最終日16:00まで）
アミューズメント佐渡 入場無料
52-6866（白川）

3

第104回ぷち本町市
10：00〜14：00
河原田本町会館
ひなまつり
57-1060（桜井）
<3日〜27日開催>桃の節句展
＜3日〜4日開催＞第44回中芳書道会書初め展
詳しくは、火曜日欄上参照
<3日〜25日開催>
オアシス2018春 佐渡両津ひなまつり
詳しくは、
月曜日欄上参照
<3日・10日・24日・31日開催>こども将棋クラブ
詳しくは、26日欄参照

先負

29

23

＜23日〜25日開催＞
第24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(真藤玉雲)
<10日開催>日本語教室
14：00〜15：30 佐渡中央会館
対象：市内にお住いの外国出身の方
佐渡市産業観光部観光振興課
観光振興係 ℡67-7944

<21日〜31日開催＞
小さなスケッチギャラリー2018
藤原 静香作品展
10：00〜18：30 モビリティワールド
モビリティワールド ℡51-1127

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

友引

16

先負

<14日・28日・29日開催>
平成29年度予約制年金相談
第90回「種火の会」
14日12：40〜15：00 あいぽーと佐渡
思春期の子どもを支える言葉
28日13：30〜17：00 佐渡中央会館
講師:：村田 圭さん
（佐渡インクルーシブ教育プロジェクト代表） 29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
19：00〜21：00 佐渡総合病院
申 日本年金機構新潟西年金事務所お客様相談室
○
会費：300円
℡025-225-3008（音声案内「5番」）
090-4091-9507（光村）

22

おはなし会
16:00〜 小木図書館
小木図書館 ℡86-3841

友引

28

先勝

27

9

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

おはなしかい
10：30〜 さわた図書館
さわた図書館
℡57-2711
さど トキめき就職ガイダンス 春
「日本と再生」上映
13:30〜16：00（受付13：00）
15:00〜 18：00〜 佐渡中央会館
金井コミュニティセンター
ハローワーク佐渡 ℡27-2248 入場料500円（高校生以下無料）
080-1192-1066（永田）
<9日〜11日開催>第21回佐渡写楽会写真展
日本語教室
詳しくは、29日欄参照
詳しくは、23日欄参照
<10日〜11日開催>雪割草展示会 第7回佐渡学セミナー
詳しくは、24日欄参照
詳しくは、30日欄参照

友引

普通救命講習を
受講しましょう。
①13：00〜16：00
②13：00〜17：00 春分の日 春分
南佐渡消防署 定員10名
（小学5年生以上対象）
ビブリオバトルin畑野
受講無料 要申込
（18日まで）
14：00〜15：00 畑野図書室
申 南佐渡消防署救急・救助係 ℡88-3119
○
オススメ本を紹介しあう読書会
佐渡を"豊か"にする中高生project
畑野図書室 ℡66-3889
成果報告＆新プロジェクト発表会
はじめまして！おはなしかい
13:30〜17：00 あいぽーと佐渡 入場無料
10：30〜 中央図書館 対象：0〜3才
佐渡てらこや
中央図書館 ℡63-2800
℡090-7264-0313(川上)

先勝

21

赤口

20

<14日〜4/3日開催>
小木ひな人形祭り お宝巡り
終日 小木市街地周辺
小木町商工会 ℡86-2216

15

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

大安

法人会女性部会主催労務セミナー
働き方改革に企業としてどう向き合うか
講師：もろずみ社会保険労務士
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
○

14

<2日・9日・16日・
23日・30日開催>
中国語講座(入門編)全5回
講師：国際交流員 寧 顕剛（ネイ ケンゴウ）
18：30〜20：00 金井コミュニティセンター
佐渡市役所産業観光部観光振興課
観光振興係 ℡67-7944

こころの健康相談会
こども将棋クラブ
10:00〜12：00
14:00〜16:00
しまびと元気応援団の家
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 参加無料
一般社団法人福島とむすぶ佐渡
申 佐渡保健所 ℡74-3407
（9日まで） ○
へっついの家 ℡070-5468-3899（三村）
おはなし会
平成29年度第4回世界発見、佐渡再発見講座
10:30〜 両津地区公民館
テーマ：世界一幸せな国デンマークの
両津図書館 ℡27-4182
ライフスタイルと教育から学んだこと
大人のためのおはなし会
19:00〜21：00
14：00〜15：00 新穂地区公民館 ＰＲＩＭＯＳＡＤＯコミュニティホール
対象：大人（小学生も参加可能）
参加費：500円（高校生以下無料）
新穂図書室 ℡22-2075
ＤＳＩ事務局 ℡52-2265
仏滅

おはなし会
15：30〜 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223

ぴよっこおはなし会
（乳幼児向け）
10：30〜 ちのわの家
両津図書館 ℡27-4182
<14日・28日・29日開催>
平成29年度予約制年金相談
詳しくは、28日欄参照

8

<8日・15日開催>
就職出張相談会
13：30〜15：30
8日：あいかわ開発総合センター
15日：佐渡市役所羽茂支所
対象：15歳〜39歳までの
就職に悩みを抱えている方
およびそのご家族
要申込（前日まで）
申 三条地域若者サポートステーション
○
「佐渡サテライト」℡67-7367

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

大安

<7日・21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）
申 こころの森親子ネット
○
℡080-6556-2275（角坂）
先負

13

7

＜1日〜18日開催＞佐渡國相川ひなまつり
10：00〜16：00 相川市街地一円及び
旧相川地区協力集落・施設他 入場無料
佐渡地域観光交流ネットワーク
（ものづくり体験教室・ひなまつりめぐり） ℡67-7995
佐渡観光協会相川支部（その他イベント）
℡74-2220

2

両
新
小

土

仏滅

<6日・13日開催>
英語講座（会話編）全5回
講師：国際交流員Jasper Soh BI YU
18：30〜20：00 金井コミュニティセンター
佐渡市役所産業観光部観光振興課
観光振興係 ℡67-7944

＜1日〜4/8日開催>
佐渡総合高校写真部
新穂写彩の会合同写真展
「ファインダーの数だけ世界がある」
9：00〜16：30 新穂歴史民俗資料館
入館料：大人200円 小中学生100円
月曜休館（月曜祝日の場合翌日休館）
新穂歴史民俗資料館 ℡22-3117

1

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

金

先負

啓蟄

木

友引

6

赤口

<3日・10日・24日・31日開催>
こども将棋クラブ
13：30〜15：00
へっついの家 参加無料
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）

＜3日〜4日開催＞
第44回中芳書道会書初め展
9：00〜17：00（最終日16：00まで）
金井コミュニティセンター 入場無料
中芳書道会 ℡63-2053（本間芳鶴）

大安

沢根港さわたカキまつり
10：00〜14：00 沢根漁港
カキまつり実行委員会事務局
沢根漁港 ℡52-6555
志め張り山の会『早春』
朝から日暮れまで
しめばり山荘（羽茂大崎） 会費500円
空と雲の絵展 野鳥の写真展
（5月31日まで）
74-3746（柳平）

26

大安

仏滅

25

仏滅

先負

<18日〜21日開催>
はんが甲子園
終日 相川体育館ほか
全国高等学校版画選手権大会
実行委員会 ℡74-3236

19

＜17日〜18日開催＞
第11回南佐渡雪割草展
9：30〜16：30
（最終日16：00まで） 小木家
南佐渡雪割草愛好会
℡090-2762-3175（福井）
第9回おけさ雪割草の会
雪割草展佐渡大会
9：00〜16：00 アミューズメント佐渡
おけさ雪割草の会
℡52-4619
（駒形）

S
7
14
21
28

水

友引
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先勝

赤口

18

F
6
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先勝

5

第39回
赤泊地区芸能発表会
9：30〜
赤泊総合文化会館
赤泊地区公民館 ℡87-3141
オアシス2018春 郷土芸能祭
同時開催 加茂湖牡蠣大祭り
10:00〜15：00
両津港佐渡汽船ターミナル新潟交通駐車場 第33回佐渡朱鷺健康マラソン大会
入場無料 雨天決行（荒天の場合 おんでこドーム） 10：00〜11：30
トキのむら元気館前スタート
佐渡観光協会両津港案内所
新穂地区公民館 ℡22-2075
℡27-5000

第17回青柳会発表会
10:00〜
（開場9：00） 彼岸入り
アミューズメント佐渡
入場料：1,000円
090-8683-8836（斉藤）

T
5
12
19
26

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

仏滅

＜〜15日開催(土・日を除く)＞
確定申告会場開設
9：00〜16：00 アミューズメント佐渡
佐渡税務署
℡74-3276
（自動音声案内）

第28回新穂地区芸能祭
12：30〜16：30
トキのむら元気館 入場無料
新穂地区公民館 ℡22-2075
< 4日・11日・18日・25日開催>
第49回華扇流舞踊
『シンクロナイズドモンスター』上映
佐渡民踊舞踊連盟発表会
①10：30〜 ②13：00〜
9：50〜 両津文化会館
佐渡民踊舞踊連盟 ℡27-5239（小間） ③15：30〜 Café ガシマシネマ
料金：大人1,000円 高校生以下500円
創作民話劇「車輪梅の誓い」
未就学児無料（1drink付き）
15：00〜 18：00〜
定員20名
赤泊総合文化会館 入場無料
Café ガシマシネマ ℡67-7644
赤泊演劇研究会 ℡87-2436（冨永）

11
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火

赤口

大安
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T
3
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先負

＜〜15日開催(土・日を除く)＞
平成30年度（平成29年分）市・県民税申告相談
【常設申告相談会場】
9：00〜11：30 13：00〜16：00
アミューズメント佐渡 市役所相川支所
佐渡島開発総合センター
【臨時申告相談会場】
9：00〜11：30 13：00〜16：00
小木地区公民館（〜5日）
市役所羽茂支所（6日〜15日）
佐渡市役所総務部税務課市民税係
℡63-5110

M
2
9
16
23
30

３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
3/4 第34回両津バドミントン大会
両津総合体育館
3/21 第24回全佐渡中学校バスケットボール1年生大会 金井中学校ほか
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
3/4 佐和田地区ソフトバレーボール大会（後期）サンテラ佐渡スーパーアリーナ 3/24 佐渡フットサル選手権2018（H.30）
3/4 第34回新穂地区バスケットボール大会
新穂中体育館
3/24･25 夢カップ（引野杯）男子大会
両津総合体育館
3/4 畑野体協会長杯争奪バドミントン大会
畑野中学校体育館
3/10･11 夢カップ（引野杯）女子大会
金井中・サンテラ佐渡
3/10･11 佐渡ミニバスケットボール新人戦
相川体育館・相川中体育館
3/11 第32回佐渡朱鷺健康マラソン大会
トキのむら元気館
3/21 第8回赤泊地区男子バレーボール大会
赤泊中学校体育館
3/21 第40回赤泊地区女子バレーボール大会 赤泊中学校体育館

友引
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2018 / 4 April

赤泊ー寺泊航路
高速船「あいびす」
3月1日〜31日 運休
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 2 節 3月 3日㈯ 15:00キックオフ
対 松本山雅ＦＣ
第 3 節 3月11日㈰ 14:00キックオフ
対 京都サンガF.C.
第 5 節 3月21日（水・祝）15:30キックオフ
対 愛媛FC
第 6 節 3月25日㈰ 14:00キックオフ
対 徳島ヴォルティス
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/

