「 ホン ダ カ ー ズ 佐 渡 」

April
日

「MOBILITY WORLD」

Tel:51-1010 東大通 821-1
営業時間 9:00〜18:20
定休日 第一水曜日

本店
Tel:55-4545 大小 105-4
営業時間 10:00〜17:00
定休日 水曜日

<28日〜5月5日開催>鼓童 佐渡宿根木公演
11:00〜 14:30〜
（1日2回公演）
※4/28・5/3午後公演のみ 5/1・5/2休演
宿根木公会堂
前売：大人3,500円（中学生以上）
小人1,500円（4歳〜小学生） 当日各300円増
申 鼓童チケットサービス
○
℡86-2330（月〜金 9:30〜17:00）

<4日・6日・26日・28日開催>クルーズ船寄港
4日 入港12：00 出港23：00予定
（シルバーディスカバラー） 二見港
<21日開催>
6日 入港6：30 出港14：00予定
『sadoっこ♥もぐもぐキッチン』
（シルバーディスカバラー） 小木港
親子でお菓子作りを楽しもう
26日 入港7：00 出港17：30予定
9：30〜13：00
（カレドニアンスカイ） 小木港
杉っこハウス
（金井貝塚）
参加費：500円（材料費･ルーム料込） 28日 入港6：00 出港17：30予定
（カレドニアンスカイ） 小木港
要申込（5日前まで）
申 しまびと元気応援団りとるすたー☆sadoっこ
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
℡090-8011-6196（仲川）
（佐渡市役所観光振興課） ℡67-7944
090-8852-1342（片岡）

<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）
申 こころの森親子ネット
○
℡080-6556-2275（角坂）
４月スポーツイベント
4/22 佐渡トキマラソン2018 おんでこドーム
4/22 全佐渡野球リーグ戦
畑野球場
4/29 両津マラソン大会
両津総合体育館
4/29 佐渡地区春季剣道大会 相川体育館
4/29 春季6人制バレーボール選手権大会
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
4/30 中学生卓球大会
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
佐渡市スポーツ協会スポーツ推進係
℡27-7080

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。

パステル画教室

お琴・三味線教室

4/24㈫ 14：00〜
講師：逸見チヅ子先生
参加費：2,000円
定員：8名
※参加費・材料費込み

4/25㈬ 13：30〜
講師：市橋ヤスエ先生
参加費：3,000円
※時間はお問い合わせください
※楽器はレンタルできます

佐渡汽船時刻表
〈4月1日〜4月30日〉

両津ー新潟航路 ジェットフォイル
両津発→新潟着 新潟発→両津着
カーフェリー
両津発→新潟着 新潟発→両津着

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

小木ー直江津航路
高速カーフェリー
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
赤泊発→寺泊着 寺泊発→赤泊着
4月1日〜27日 運休
4月28日 6:35→ 7:40 9:20→10:25
〜30日 16:00→17:05 17:40→18:45

4
1

27

4

月 日〜 日

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
諏訪神社例大祭（万燈まつり）
終日 町内全域 諏訪神社
河原田万燈まつり実行委員会
℡090-4132-6352（山田）

28

4/21㈯ 14：00〜
講師：石塚泰子先生
参加費：1,800円
定員：6名
※参加費・材料費込み

月 日〜 日

<21日開催>ドンテン高原山開き
11：00〜 ドンテン山荘
気象条件により変更・中止の場合あり
神事式 餅つきなど お餅無料振舞
ドンテン高原春祭り実行委員会
℡23-3300

27

苔玉教室

4/19㈭ 14：00〜
講師：あわたさちこ先生
参加費：2,500円
定員：6名
※初回のみ材料費別途

会場はモビリティワールド工房です。

おはなしかい
10：30〜 さわた図書館
さわた図書館
℡57-2711
おもちゃ病院さど定期開院
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
白雲台開き 11：00〜
交流センター白雲台
Ｒｙｏｋａｎ浦島 ℡57-3751
<28日〜5月6日開催>
鼓童 佐渡宿根木公演
詳しくは、
5・6日欄参照

ス ケッチ ク ラ ス

ワークショップのご予約はモビリティワールド Tel：51-1127まで

先負

<13日〜14日開催>
山王祭（日吉神社例祭）
13日19：00〜21：00
14日 8：30〜18：00
上新穂 日吉神社
佐渡観光協会中央支部 ℡27-5000

『エンドレス・ポエトリー』上映
<1日・8日・15日・22日開催>
10：00〜／13：00〜
<4日〜6日・11日〜13日開催>10：00〜
『ダンサー、セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣』上映
<7日・14日・21日・28日開催>
10：00〜／13：00〜／15：30〜
<18日〜20日・25日〜27日開催>10：00〜
Café ガシマシネマ
料金：大人1,000円 高校生以下500円
未就学児無料（1drink付き）
Café ガシマシネマ ℡67-7644

おはなしのじかん
16:00〜 小木図書館
小木図書館 ℡86-3841

21

4/14㈯ 10：30〜
講師：石塚猛先生
参加費：1,000円
定員：10名
※参加費・材料費込み

友引

<29日〜30日開催>春の佐渡芸能祭
13：30〜15：00 真野公園野外ステージ
雨天時：真野活性化センター「いぶき21」
入場無料
春の佐渡芸能祭実行委員会事務局
（佐渡観光協会内） ℡23-5230

<6日〜22日開催>真野公園桜まつり
終日 真野公園
開花ピーク時ライトアップ（18：30〜21：30）
真野まつり振興会 ℡55-2711

26

穀雨

友引

振替休日

<18日開催>大膳神社例祭奉納能
14：00〜 大膳神社能舞台
佐渡観光協会中央支部
℡27-5000

<18日開催>赤泊まつり
10：00〜 赤泊 八幡若宮神社
佐渡観光協会南佐渡支部
℡86-3200

20

おはなし会
10:30〜 両津地区公民館
両津図書館 ℡27-4182
『sadoっこ♥もぐもぐキッチン』
親子でお菓子作りを楽しもう
詳しくは、木曜日欄下参照
先勝

30

大安

本町を本の森に第10弾
10：00〜15：00
河原田本町商店街
お話し会・古本＆骨董・
クラフト市・本のお医者さん
57-1060
（桜井）

25

赤口

佐渡一ノ宮度津神社例祭
10：00〜 流鏑馬式14：00〜 度津神社
度津神社 ℡88-2030
一ノ宮まつり
8：00〜 羽茂飯岡地内 度津神社
佐渡観光協会南佐渡支部
℡86-3200

24

大安

23

海上安全・大漁満足祈願祭
11：00〜 度津神社
度津神社 ℡88-2030
第91回「種火の会」
佐渡市における教育の現状と課題
講師：渡邉尚人さん（佐渡市教育委員会教育長）
19：00〜21：00 佐渡総合病院
会費：300円
090-4091-9507（光村）
はじめまして！おはなしかい
10：30〜 中央図書館 対象：0〜3歳
中央図書館 ℡63-2800

羽茂川に沿って歩こう
10：00〜12：00
度津神社集合
大崎ちょぼくり前解散
74-3746（柳平）

14

本町シアター
『お熱いのがお好き』
字幕上映
13：30〜 河原田本町会館
林本店
℡52-3185
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
総社神社例祭宵宮狂言
18：00〜 吉岡 総社神社能舞台
佐渡観光協会中央支部
℡27-5000

絵手紙教室

オカリナ4/7㈯
フルート4/1㈰・4/7㈯
講師：市橋靖子先生
参加費：㋔2,000円・㋫3,000円
※時間はお問い合わせください
※楽器はレンタルできます

赤口

全島交通安全祈願祭
11：00〜 度津神社
大川寄合市
佐渡中等教育学校吹奏楽部
第22回おいらん道中in桜まつり
度津神社 ℡88-2030
第4回定期演奏会
10：00〜16：00（おいらん道中
9：00〜15：00 大川 中川美容院脇駐車場
普通救命講習を受講しましょう。
15：00羽茂農村環境改善センター出発） 14:00〜（開場13：30） 両津文化会館 出店自由 雨天延期
090-7282-3500（中川慶子） 詳しくは、7日欄参照
佐渡市役所羽茂支所 周辺
入場無料 全席自由
佐渡中等教育学校
おいらん道中in桜まつり実行委員会 ℡88-2160
ドンテン高原山開き
第20回片野尾歌舞伎定期公演
（担当：帆苅・若林） ℡27-3531
第40回大慶寺門前市
「絵本大功記十段目 尼ケ崎庵室の場」 詳しくは、26日欄参照
10：00〜16：00 大慶寺 11：00〜ベリーダンス・筝の演奏 新保まつり 終日 大慶寺
13：30〜16：30 片野尾ふるさと館
<21日〜22日開催>さど食の陣
大慶寺 ℡63-2530
大慶寺 ℡63-2530
片野尾歌舞伎保存会 ℡29-2029
詳しくは、2・3日欄参照

<13日〜5月15日開催>染織展
10：00〜21：00
茶房げんざ 定休日：水・木曜日
茶房げんざ ℡29-2072
先勝

19

赤口

18

13

<13日〜27日開催>
佐渡金山桜並木ライトアップ
詳しくは、
8日欄参照
<13日〜14日開催>
山王祭（日吉神社例祭）
詳しくは、火曜日欄下参照

7

第105回ぷち本町市
10：00〜14：00
河原田本町会館
57-1060（桜井）

<21日開催>
普通救命講習を受講しましょう。
①13：00〜16：00
②13：00〜17：00
佐渡市防災センター
定員20名（小学5年生以上対象）
受講無料 要申込（19日まで）
申 中央消防署救急係 ℡51-0122
○
大安

仏滅

12

3・4・5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
○

<11日・25日・26日開催>平成30年度予約制年金相談
11日12:40〜15：00 あいぽーと佐渡 25日13：30〜17：00 佐渡中央会館
26日 8：50〜10：50 羽茂農村環境改善センター 定員になり次第終了
テレビ電話相談 9：00〜16：00
（土・日・祝日・年末年始除く）
佐和田行政サービスセンター 相談無料（要申込）
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」）
○
赤泊まつり
詳しくは、
25日欄参照
大膳神社例祭奉納能
詳しくは、火曜日欄下参照

6

<6日〜22日開催>
真野公園桜まつり
詳しくは、25日欄参照

土

オカリナ・フルート教室

大安

清明

Tel:51-1515 大小 105-4
ご予約の方は
Tel:51-1515
メール seasidehouse@primosado.jp

仏滅

5

SEASIDE HOUSE in しまふうみ

タリーズコーヒー店
Tel:51-4545 市野沢 82
営業時間 9:30〜18:30
定休日 水曜日

金
先負

土用

法人会女性部会税務研修会
税制改正と会社税務Q＆A
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
○

大安

17

11

先負

16

仏滅

ビブリオバトルin畑野
14：00〜15：00 畑野図書室
オススメ本を紹介しあう読書会
畑野図書室 ℡66-3889

仏滅

仏滅

29

おもちゃ病院さど臨時開院
10:00〜12:00
河原田本町商店街「本の森」 昭和の日
会場
（ハギハラ遊歩堂）
診断・治療(修理)無料
おもちゃ病院さど
℡090-1620-8684（本間）
志めばり山の会『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）

友引

三川まつり 8：00〜
三川 春日神社
佐渡観光協会南佐渡支部
℡86-3200

佐渡トキマラソン2018
詳しくは、
2・3日欄参照

<1日〜30日開催>
はんが甲子園入賞作品展
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
月曜休館（祝日の場合翌日休館）
佐渡版画村美術館 ℡74-3931

octō

RELAXATION
HEAD Spa COLOR
しまふうみ内にヘッドスパがOPEN
9：30〜19：00 （月曜日定休）
ご予約はこちら
8octooo@gmail.com
080-4162-9980

先負

22

10

<〜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
先負

先勝

徳和まつり 8：00〜
徳和神社・諏訪神社
佐渡観光協会南佐渡支部
℡86-3200
『ひとが輝く多世代交流のさどづくり
〜ＣＣＲＣ
（生涯活躍のまち）構想〜』
13:30〜17:00 あいぽーと佐渡 参加無料
【セミナー】13:30〜15:30（申込不要）
【ワークショップ】16:00〜17:00
（要申込10日まで）
申 佐渡青年会議所 地域力結束委員会
○
℡090-9335-9519（室岡）

先勝

<13日〜27日開催>
佐渡金山桜並木ライトアップ
19：00〜21：30
佐渡金山第3駐車場周辺
佐渡金山桜並木ライトアップ
実行員会事務局 ℡74-3515

15

9

おはなし会
15：30〜 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223

4

木

<4日・6日・26日・28日開催>
クルーズ船寄港
詳しくは、
金曜日欄下参照
<4日・18日開催>
フリースペース「はばたき」
詳しくは、
28日欄参照
<〜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」
詳しくは、
9日欄参照

<21日〜22日開催>さど食の陣
21日12：00〜20：00 22日10：00〜15：00
おんでこドーム 入場無料 佐渡トキマラソン同時開催
さど食の陣実行委員会事務局 ℡74-3515

赤口

8

3

＜22日開催＞佐渡トキマラソン2018
8：45スターティングセレモニー
9：00スタート おんでこドーム前
佐渡市スポーツ協会 ℡67-7510

＜〜4/6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
<1日開催>茜屋出雲流
松月会 第32回舞初会
12：00〜
（開場10:30）
アミューズメント佐渡
出雲松月 ℡52-2273

2

水

友引

上浦祭り
9：00〜 杉野浦 白山神社
佐渡観光協会南佐渡支部
℡86-3200
茜屋出雲流 松月会 第32回舞初会
詳しくは、
8日欄参照
<1日〜30日開催>はんが甲子園入賞作品展
詳しくは、22日欄参照

火

「しまふうみ」 「しまふうみ」

Tel:050-3565-6159 東大通 821-1
営業時間 10:00〜18:30
パン販売時間 11:00〜
定休日 水曜日
（月末を除く）

先勝

大安

1

月

「C oﬀ ee&Tea2 2 」

Tel:51-1127 東大通 821-1
営業時間 10:00〜18:30
定休日 水曜日
（月末を除く）

赤口

4

〜 私 た ち は 佐 渡 の 元 気 を 応 援 し ま す 〜

28
30

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

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

※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。

