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〜 私 た ち は 佐 渡 の 元 気 を 応 援 し ま す 〜

「 ホン ダ カ ー ズ 佐 渡 」

September

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

日

22

<後期28日〜10月14日開催>
さどの島銀河芸術祭2018
両津地区、新穂地区、鷲崎地区、
岩谷口地区、虫崎地区、岩首地区ほか
作品鑑賞パスポート：
一般 2,000円／小・中学生 500円
「響く島。SADO」プロジェクト
総合案内窓口 ℡050-5305-5135

第3回佐渡民謡の祝祭
10：00〜16：00
佐渡奉行所
佐渡文化財団 ℡58-9112
第３３回県立図書館ふるさと講座ｉｎ佐渡
「あなたのお宝だいじょうぶ！？
〜掛軸・屏風のお手入れと保存方法〜」
13:30〜15：00
（開場13：00）
あいぽーと佐渡
入場無料(要申込12日まで)
申 中央図書館 ℡63-2800
○

29

先負

<15日・29日開催>オープンキャンパス
9：15〜 佐渡保育専門学校
佐渡保育専門学校 ℡63-6613

28

友引

27

おはなしのじかん
16:00〜 小木図書館
小木図書館 ℡86-3841
新潟大学地域懇談会および第3回
産業振興セミナー 新潟大学 日本酒学
17：00〜19：00 金井コミュニティセンター
参加無料(要申込20日まで)
申 佐渡市役所産業観光部地域振興課
○
商工振興係 ℡63-4152

徳和まつり 終日 徳和
大椋神社
佐渡観光交流機構
南佐渡支部 ℡86-3200
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）
世界一幸福な国の教育のひみつ
13：00〜16:00 まなび〜や
参加費：大人2,000円 子ども無料
090-5323-6162（北澤）
<15日・29日開催>オープンキャンパス
詳しくは、
27日欄参照

友引

おはなしかい
10：30〜 さわた図書館
さわた図書館 ℡57-2711
保育の質を考えるシンポジウムIN佐渡
〜佐渡の子どもの育ちに関わるすべての大人へ〜
乳幼児期の子どもへの大人の「かかわり」を考える
14：00〜17：00 トキのむら元気館
羽茂こども園 ℡88-2355

先勝

彼岸入り

第5回こころの健康相談会
14：00〜16：00
金井コミュニティセンター
要申込（14日まで）
申 佐渡保健所 ℡74-3407
○

21

15

大安

14

フ ル ート 教 室

絵手紙教室

9/8㈯・29㈯
講師：市橋靖子先生
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

9/8㈯ 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

パステル画教室

ス ケッチ ク ラ ス

9/25㈫ 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

9/27㈭ 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

仏滅
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先勝

第２３回全佐渡民話 語り
フェスティバルIN瓜生屋
10：00〜 瓜生屋営農センター 入場無料
090-5408-9978
（吉田）

7

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 白露
℡23-3300
親子で絵本(乳幼児対象)
10：30〜 さわた図書館
ソトコト編集長指出さんと対話して考える、
さわた図書館 ℡57-2711
関係人口×ローカルプロジェクトのつくり方
宿根木民話夜語り
13：30〜17：00
（開場13：00）
詳しくは、
6日欄参照
金井コミュニティセンター
参加無料・交流会は実費（要申込5日まで） <8日・9日開催>三島宏之氏写真展
申 新潟県佐渡地域振興局企画振興部地域振興課 ℡74-3129
○
詳しくは、
20日欄参照
草苅神社夜能
18：00〜 草苅神社能舞台
佐渡観光交流機構 ℡27-5000
<7日〜25日開催>福をよぶ袴紙・切り絵展
詳しくは、
5日欄参照

赤口

13

1

第110回ぷち本町市
10：00〜14：00
二百十日
河原田本町会館
森のコーヒー屋 ℡57-1060
新穂図書室16ミリ上映会
新穂トキめきシネマ
<1日〜10月28日開催>利根山光人版画展 『新潟地震』
『 佐渡の車田植え』上映
9：00〜17：00（最終日14：00まで） 19：00〜20：00 新穂地区公民館
佐渡版画村美術館
対象：中学生〜大人
入場料：大人400円 小人200円
新穂図書室 ℡22-2075
月曜休館（祝日の場合翌日）
第17回佐渡ジュニアトライアスロン大会
佐渡版画村美術館 ℡74-3931
詳しくは、火曜日欄上参照

おはなし会
10：30〜 両津地区公民館
両津図書館 ℡27-4182
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
2018佐渡動物愛護フェスティバル
13：00〜15：00 おんでこドーム
15：30〜動物供養祭
新穂子ども読書会
新潟県動物愛護協会佐渡支部 ℡74-3399
9：30〜11：00 新穂図書室
対象：小学生（未就学児は保護者同伴） <15日・16日開催>第23回佐渡市子どものための科学祭り
詳しくは、6日欄参照
新穂図書室 ℡22-2075

第41回大慶寺門前市
テーマ音祭り
12：00〜17：00
大慶寺境内
大慶寺 ℡63-2530
第1部 さどまるごとネットワーク
第2部 産業振興セミナー特別編
詳しくは、
18・19日欄参照

先勝
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<8日開催>
宿根木民話夜語り
19：00〜20：30 宿根木公会堂
入場料：大人300円（中学生以下無料）
宿根木を愛する会
℡090-4725-3717（濱田）

<8日・9日開催>三島宏之氏写真展
10：00〜16：00 小布勢神社社務所
080-6185-5967（三島）
赤口
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6

土

仏滅

<13日開催>
第1部 さどまるごとネットワーク 13：30〜16：00
第2部 産業振興セミナー特別編 日本の伝統を次世代につなぐ
〜起業家精神をもって生きるということ〜 16：00〜17：30
あいぽーと佐渡 参加無料(要申込 １部7日まで ２部11日まで)
申 佐渡市役所産業観光部地域振興課商工振興係 ℡63-4152
○

水とは何か
〜きれいな水がなければ
人間は生きていけない〜
14：00〜15：30
アミューズメント佐渡 先着70名
参加無料
（要申込25日まで）
申 佐渡市消費生活センター
○
℡57-8143

<〜30日開催>「萩原光之
−シルクスクリーン−」作品展
8:30〜17:00
新穂歴史民俗資料館 月曜休館
9日・23日
（作品解説 10：00〜）
新穂歴史民俗資料館 ℡22-3117

赤口

大安

畑野読書会
14：00〜15：00 畑野図書室
畑野図書室 ℡66-3889
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<9日開催>
第36回佐渡レガッタ
8：45〜競漕開始
加茂湖漕艇場
両津体育協会事務局 ℡27-4181

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

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

<1日〜18日開催>菊池芙美絵画展 「雨ふり」
10：00〜17：00（最終日16：00まで）
大慶寺 長屋門ぎゃらりぃ
大慶寺 ℡63-2530

大安

12

<〜10月31日開催>
北沢浮遊選鉱場ライトアップ
19：00〜21：00
北沢浮遊選鉱場跡 入場無料
佐渡観光交流機構 ℡27-5000

<15日・16日開催>第23回
佐渡市子どものための科学祭り
9：00〜16：30（最終日16：00まで）
アミューズメント佐渡 入場無料
佐渡市立理科教育センター ℡51-4649

<12日・13日・27日開催>
平成30年度予約制年金相談
12日12：40〜15：00 あいぽーと佐渡
13日 8：50〜10：50 羽茂農村環境改善センター
27日13：30〜17：00 佐渡中央会館
テレビ電話 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「①→②」）

SEASIDE HOUSE in しまふうみ

金

先負

<5日・19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
（要申込）
申 こころの森親子ネット
○
℡080-6556-2275（角坂）

大安

24

月見の会 しめばり山荘
17：00〜
74-3746（栁平）

18

5

<7日〜25日開催>
福をよぶ袴紙・切り絵展
10:00〜21:00
茶房げんざ 水・木定休
茶房げんざ ℡29-2072

仏滅

11

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

木

友引

<12日開催>
法人会女性部会税務研修会
「経営分析と決算申告について」
13：30〜15：00 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
○

はじめまして！
おはなしかい
振替休日 十五夜
10：30〜 中央図書館
対象：0〜3才
普通救命講習を受講しましょう。
中央図書館 ℡63-2800
13：00〜16：00
（Ⅲ講習）
両津消防署 定員10名（小学5年生以上対象） 第96回「種火の会」 障がい児・者の
母として思いをつなぎ，
広げるために
受講無料
（要申込21日まで）
（社会福祉法人
申 両津消防署救急・救助係 ℡27-3555 講師：佐藤 美惠子さん
○
しあわせ福祉会理事長）
世界の鼓童とともに 芸能の宝島佐渡 19：30〜（開場18：45） 19：00〜21：00
両津文化会館 入場料：1,000円 小学生以下無料（但し保護者の同伴が必要） 佐渡総合病院 会費：300円
申 おけさと芸能の宝島佐渡実行委員会 ℡23-3300
○
090-4091-9507
（光村）

仏滅

30

4

仏滅

17

仏滅

先負

23

<9日・16日開催>トキの里探検隊
〜体験ガイドと一緒に
トキの住む自然を探検しよう〜
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招待券
申トキの里探検隊事務局
○
℡22-2658（平日8：30〜17：30）

おはなし会
<10日・10月1日・17日
15：30〜 真野図書館
11月7日・19日開催>
真野図書館 ℡55-2223
平成30年度子育ち、
二百二十日
法人会青年部会税務研修会
親育ち学級（後期）
「経営分析と決算申告について」
10:00〜12:00
13：30〜15：00 金井商工会館
佐和田地区公民館 入場無料
（要申込）
佐和田地区公民館 ℡57-8131（野口・石倉） 受講無料
申 公益社団法人佐渡法人会
○
℡63-4234
さわた図書館から送る、ちっちゃな講演会
「アフリカ・ルワンダ 国際協力の現場から」 法人会女性部会税務研修会
10：00〜11：30 佐渡中央会館
「経営分析と決算申告について」
さわた図書館 ℡57-2711
詳しくは、
4日欄参照

莚場まつり
<29日開催>
7：00〜22：00 白山神社
百人一首かるた講座
佐渡観光交流機構
敬老の日
13:30〜16:30
南佐渡支部 ℡86-3200
金井コミュニティセンター
会費300円
（初回150円）
佐渡青年会議所創立45周年記念講演
090-1044-8228（末武）
越佐ＳＵＭＭＩＴ
基調講演・パネルディスカッション
講師：花角 英世氏（新潟県知事）他予定 こいっちゃまつり 10：00〜16：00
佐渡市相川支所駐車場
15：00〜16：30
（開場14：30）
うまいもん合戦・楽市楽座
アミューズメント佐渡
こいっちゃまつり実行委員会
入場無料（申込不要）
佐渡青年会議所 ℡050-3736-7955 （相川町商工会内） ℡74-3236
沢崎まつり
終日 神石神社
佐渡観光交流機構
南佐渡支部 ℡86-3200 秋分の日 秋分
エンジョイ ミックス フットサル大会
まるいし杯2018
10：00〜 サンテラ佐渡スーパーアリーナ
まるいし杯実行員会
mail：maruisicup.01@gmail.com

<1日・2日開催>
1日 第17回佐渡ジュニアトライアスロン大会
9：30〜スタート 佐和田海水浴場
2日 2018佐渡国際トライアスロン大会
6：00〜21：30
河原田小学校グラウンド スタート・ゴール
佐渡市スポーツ協会 ℡67-7510
<〜3日開催>
佐渡国際トライアスロン大会
30回記念「栄光の軌跡展」
アミューズメント佐渡
佐渡市スポーツ協会 ℡67-7510

先負

友引
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10

水

<9日開催>
小木芸能鑑賞in宿根木公会堂
14：00〜 宿根木公会堂
料金：500円
（中学生以上）
佐渡観光交流機構南佐渡支部 ℡86-3200

「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）

火

先負

久知八幡宮例大祭
終日 下久知 久知八幡宮
佐渡観光交流機構
℡27-5000
普通救命講習を受講しましょう。
詳しくは、
3日欄参照
小木芸能鑑賞in宿根木公会堂
詳しくは、
4日欄参照
<9日・16日開催>トキの里探検隊
詳しくは、
水曜日欄上参照
第36回佐渡レガッタ
詳しくは、
19日欄参照

<9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
佐渡市役所相川支所・相川消防署
定員10名
（小学5年生以上対象）
受講無料 （要申込8日まで）
申 相川消防署救急・救助係
○
℡74-0119
友引

赤口
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3

「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）

先勝

≪しまふうみからのお知らせ≫
9/2は、2018佐渡国際トライアスロンの為、
しまふうみ本店は休店日とさせて頂きます。

赤口

2

大安

2018佐渡国際トライアスロン大会
詳しくは、火曜日欄上参照

月

「MOBILITY WORLD」

会場はモビリティワールド工房です。

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

９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

9/2
2018佐渡国際トライアスロン大会
佐和田地区特設会場
6人制バレーボール選手権佐渡地区予選 佐渡高校
9/8
9/9
第36回佐渡レガッタ
加茂湖漕艇場
9/9
飯田杯9人制女子バレーボール大会 金井中体育館
第9回サマーカップシングルス（テニス）真野公園テニスコート
9/9
9/9
羽茂ソフトボール大会
羽茂小・南佐渡中グラウンド
9/15
Ｂｊリーグプレシーズンマッチ佐渡大会 サンテラ佐渡スーパーアリーナ
9/15
第35回佐渡陸上記録会
佐渡市陸上競技場
9/15
ソフトテニス夏季選手権（中学生）
佐渡スポーツハウス
9/16
第34回真木山杯シングルス
真野公園テニスコート
9/17
卓球団体戦
両津総合体育館
新穂武道館周辺コース
9/21
佐渡市中学校駅伝競走大会
9/21〜10/15 バドミントンナイターリーグ戦
真野体育館 他
9/23
シニア交流会（バドミントン）
佐渡スポーツハウス
9/26
佐渡市小学校親善陸上競技大会
佐渡市陸上競技場
9/29･30 第17回佐渡親善ミニバスケットボール交流試合 両津総体・両津中・新穂中・新穂小
9/30
第42回両津駅伝競走大会
黒姫〜両津小
第33回高橋杯佐渡マスターズシングルス大会 真野公園テニスコート
9/30

佐渡汽船時刻表
〈9月1日〜9月30日〉

両津ー新潟航路
カーフェリー

赤泊ー寺泊航路
高速船

両津発→新潟着 新潟発→両津着

赤泊発→寺泊着 寺泊発→赤泊着
9月1日、2日、8日〜10日、15日、
16日、22日〜24日、29日、30日
6:35→ 7:40 9:20→10:25
16:00→17:05 17:40→18:45
9月3日、11日、17日、25日
6:35→ 7:40 9:20→10:25
9月4日〜7日、12日〜14日、
18日〜21日、26日〜28日

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

佐渡空港「空の日」
9：30〜15：30
佐渡空港
佐渡空港「空の日」実行委員会事務局
℡27-3311
百人一首かるた講座 詳しくは、17日欄参照

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

<29日・30日開催>両津としょかんカフェ
13：00〜16：00 両津地区公民館
29日：新しい両津図書館のための
しおり作り
（14：00〜15：00）
090-6701-9923（土井）

小木ー直江津航路
高速カーフェリー

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。

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

※印 9/15,22 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

運休
※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。

