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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 」

December

「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

日

月

火

絵手紙
教室

12/20㈭ 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

12/15㈯ 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

苔 玉 教 室

パステル画 教 室

12/8㈯ 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

12/25㈫ 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

１２月スポーツイベント

友引

佐渡市スポーツ協会スポーツ推進係 ℡27-7080
12/１㈯ 第６回両津ソフトテニスインドア大会中学生
両津総合体育館
12/２㈰ 第６６回全佐渡柔道選手権大会 新穂武道館
12/２㈰ 第４８回両津卓球大会 両津総合体育館
12/２㈰ 新穂地区親善６人制バレーボール大会
新穂中体育館
12/７㈮ 分団対抗カローリング大会
小木Ｂ＆Ｇ海洋センター
12/８㈰ 卓球ダブルス戦 サンテラ佐渡スーパーアリーナ
12/９㈰ 混合ダブルスバドミントン選手権大会
佐渡スポーツハウス
12/９㈰ ソフトバレーボール佐渡大会
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
12/９㈰ 第６回両津ソフトテニスインドア大会
両津総合体育館
12/９㈰ 赤泊卓球大会 赤泊体育館
12/10㈪〜 バスケットボールナイターリーグ戦 真野体育館
12/15㈯16㈰ 第３６回全佐渡ミニバスケットボール親善大会
畑野小・新穂中

佐渡汽船時刻表〈12月1日〜31日〉

クリスマスおはなし会
10：30〜 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223

30日まで
30日まで
30日まで
30日まで
30日まで
30日まで
30日まで

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、雑貨店モビリティワールド、Coﬀee & Tea22、bakery & cafe しまふうみ、
しまふうみタリーズコーヒー店、SEASIDE HOUSE in しまふうみを展開しています。

29

先負

PRIMO SADOからの年末営業のお知らせ
Honda Cars佐渡 佐和田店 ………………
Primo Mobile ………………………………
Mobility World ……………………………
Coﬀee＆Tea22 ……………………………
しまふうみ 本店 ……………………………
しまふうみタリーズコーヒー店 ……………
プリモ両津 ……………………………………

28

ス ケッチ ク ラ ス

冬至

友引

佐渡市役所御用納め
年明けは4日から
始まります。

22

12/22㈯
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

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

先勝

21

クリスマス
スペシャル・おはなしのじかん
16:00〜 小木図書館
小木図書館 ℡86-3841
<20日〜25日開催>
法人会女性部会税務研修会
クリスマスお楽しみ抽選会
年末調整の実務
：00〜17：00(月曜定休)
13：30〜15：00 アミューズメント佐渡 ９
小木図書館
受講無料(要申込)
対象：来館してくれた子ども
申 公益社団法人佐渡法人会
○
小木図書館 ℡86-3841
℡63-4234
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15

幼児音楽フェスティバル
10：00〜11：30(開場9：30)
アミューズメント佐渡 入場無料
幼児音楽研究会佐渡支部 ℡75-2120
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
クリスマスおはなしかい
℡090-1620-8684 (本間)
13：30〜 さわた図書館
百人一首かるた講座
さわた図書館 ℡57-2711
第3土曜本町市 10：00〜15：00 13:30〜16:30 金井コミュニティエンター
河原田本町商店街
小山電機商会 会費：300円 初めての方150円
090-1044-8228(末武)
℡52-3231

フ ル ート 教 室

12/22㈯
講師：市橋靖子先生
参加費：2,000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

会場はモビリティワールド工房です。

新穂子ども読書会
絵本の読み聞かせとクリスマスの
壁飾りづくり
9：30〜11：00 新穂図書室
新穂図書室 ℡22-2075
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

先勝

<10日〜25日開催>
かわいいサンタをかざろう！
9：00〜17：00(木曜定休)
羽茂図書室
羽茂図書室
℡88-2230
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<15日・16日開催>
さど食の陣 10：00〜
19：00(最終日15：00まで)
いぶき21 入場無料
さど食の陣実行委員会事務局
℡74-3515

赤口

<8日・9日開催>
両津としょかんカフェ
13：00〜16：00 両津地区公民館
8日：工作タイム(消しゴムはんこでオ
リジナルの年賀状を作ろう)
材料費100円（14：00〜16：00）
9日：おはなしタイム（14：00〜16：00）
090-6701-9923(土井)

第8回こころの健康相談会
14：00〜16：00
赤泊総合文化会館
要申込(7日まで)
申 佐渡保健所 ℡74-3407
○
えほんのよみきかせ（対象：幼児〜）
10:00〜10：30 相川図書室
相川図書室 ℡74-2332
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8

大雪

赤口

13

7

大安

6

先勝

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

26

赤口

クリスマス

1

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
第7回おおなわとび大会 13：00〜16:30
（受付12：30） サンテラ佐渡スーパーアリーナ
佐渡市教育委員会社会教育課社会教育係
石塚かおりのゆうわく伝説公開生放送inあいぽーと佐渡
℡66-4160
16：00〜17：30(開場15：40) あいぽーと佐渡
１６ミリフィルム上映会
メインパーソナリティー：BSNアナウンサー石塚かおり
新穂トキめきシネマ
『タライ舟とノリ』
ゲスト：越乃リュウ・渡辺百枝 あいぽーと佐渡 ℡67-7633
第113回ぷち本町市 10：00〜14：00 河原田本町会館 『外海府-佐渡風土記-』上映 14：00〜
新穂地区公民館 対象：中学生〜大人
12：00〜落語(亜流伝亭ばたやん)
新穂図書室 ℡22-2075
森のコーヒー屋 ℡57-1060

赤口

大安
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土

<1日〜24日開催>真空管ラジオ(並三型)の製作
10：00〜21：00
<1日〜25日開催>あなたのレコード、きかせてください
10：00〜21：00
茶房げんざ 水・木曜定休
茶房げんざ ℡29-2072

大安

仏滅

年越し

大安

仏滅

31

25

大安

24

フルートミニコンサート
振替休日
〜教室受講生と講師による〜
11：00〜 入場無料
PRIMOSADOコミュニティホール
モビリティワールド ℡51-1127

18

佐渡間税会研修会
「消費税の仕組みと軽減
税率について」
申 佐渡間税会 ℡51-1010
14：00〜15：30 アミューズメント佐渡 受講無料(要申込) ○
第99回「種火の会」佐渡における不妊治療の現状と課題
講師：小池公美先生
（佐渡総合病院産婦人科）19：00〜21：00
佐渡総合病院 会費：300円
090-4091-9507（光村）
<18日・19日開催> 確定申告に向けた決算説明会
18日(事業・不動産) 青色10：00〜12：00 白色14：00〜16：00
19日(農業)
青色10：00〜12：00 白色14：00〜16：00
アミューズメント佐渡
佐渡税務署 法人課税部門・個人課税部門
℡74-3276(自動音声案内「2」)

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

金

<8日・9日・15日・22日・29日開催>こども将棋クラブ
8日：10：00〜12：00(へっついの家)
9日：13：00〜15：00(佐州おーやり館)
15日：10：00〜12：00(しまびと元気応援団の家)
22日・29日：13：30〜15：00(へっついの家)
29日は11：00からもちつきも行います。
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)
9日の佐州おーやり館は090-8054-5474(山本)まで
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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

友引

先勝

5

<12日〜25日開催>
みんなでクリスマスツリーを
作ってみよう！
！
９
：00〜17：00(木曜定休)
赤泊図書室
赤泊図書室
℡87-3141

仏滅

17

仏滅

先負

30

11

第6回さどまるごとネットワーク
14：00〜17：00
金井コミュニティセンター
参加無料(要申込4日まで)
申 佐渡市産業観光部地域振興課
○
商工振興係 ℡63-4152
おはなし会
15：30〜 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223

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

百人一首かるた講座 13:00〜16:00
高齢期の食を考えるつどい 講演：高齢期の食〜元気100歳めざして!!〜
あったかふるさと羽茂大市
あいかわ開発総合センター 会費：300円
講師：親松 学先生(佐渡総合病院外科部長) 10：00〜12：30(受付9：30)
10：00〜15：00 羽茂商店街
090-1044-8228(末武) トキのむら元気館
佐渡市市民福祉部高齢福祉課高齢福祉係 ℡63-3790
羽茂商工会地域活性化委員会 ℡88-2160 初めての方150円
先負

友引

23

4

先負

10

<10日〜25日開催>
かわいいサンタをかざろう！
詳しくは、
26日欄参照
平成30年度精神障がい者を抱える家族のための教室
テーマ：親亡き後問題を考える
〜地域の居場所を支える人たち〜
10：00〜12：00(受付9：30)
金井コミュニティセンター 参加費100円
申 佐渡市社会福祉課障がい福祉係 ℡63-5113
○

普通救命講習を
受講しましょう。
あったかフォーラム2018
①13：00〜16：00 ②13：00〜17：00
13：00〜16：00
佐渡市両津消防署 定員10名
アミューズメント佐渡
（小学5年生以上対象）
入場無料（申込不要）
アールブリュト・家族会による寸劇・意 受講無料(要申込15日まで)
申 両津消防署救急・救助係
見発表会・活動紹介(芸能発表・音楽 ○
発表)・市内障がい福祉施設等の利 ℡27-3555
用者による作品展示・即売会
畑野読書会 14：00〜15：00
佐渡市市民福祉部社会福祉
畑野図書室
畑野図書室
課障がい福祉係 ℡63−5113
℡66-3889
クリスマスおはなし会
10：30〜 中央図書館
中央図書館
天皇誕生日
℡63-2800
クリスマスおはなし会
14：00〜 両津地区公民館
両津図書館 ℡27-4182

<1日〜16日 19日〜30日開催>
「フジコ・ヘミングの時間」上映
1日〜16日：10：00〜 19日〜30日：14：00〜
「モリのいる場所」上映
1日〜16日：14：00〜 19日〜30日：10：00〜
大人1,000円 高校生以下500円 未就学児無料
1ドリンク付き
Caféガシマシネマ ℡67-7644

<〜2日開催>
あわたさちこと仲間たち展
10：00〜17：00(最終日13：00まで)
モビリティワールド工房
080-5865-3211（あわた）

「しまふうみ」 「しまふうみ」

木

<1日・2日開催> 大崎そばの会 12:00〜14：30
羽茂 大崎活性化センター 佐渡観光交流機構南佐渡支部 ℡86-3200
第38回 古典と創造の探求 三木書展
9：00〜17：00(最終日16：00まで) アミューズメント佐渡
080-1276-8893(高野)

赤口

先勝

16

水

佐渡を豊かにする
さわた図書館から送る、
中高生ＰＲＯＪＥＣＴ
ちっちゃな講演会③
「お菓子なＳ宴祭」
「你好！中国からこんにちは
The ﬁnal Most Quiant
わたしが見た日本の暮らし」
11:30〜16:00 あいぽーと佐渡 講師：買 若梅さん
Guest Villa on the美一 尾崎邦彰 13：30〜15：00 さわた図書館
℡58-7077
さわた図書館 ℡57-2711
市野順子INぴあぼwithドラム
１６ミリフィルム上映会・英語に
13：30〜14：15
よる読み聞かせ（対象：幼児〜）
PRIMOSADOコミュニティホール
10:00〜12：00 あいかわ開発総合センター
いちのピアノ教室
お楽しみプレゼント
（数量限定）
℡090-7234-5454
相川図書室 ℡74-2332
友引
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たたこう館まつり
11：00〜15：00(開場10：00)
佐渡太鼓体験交流館（たたこう館）
料金：中学生以上500円 小学生以下無料
佐渡太鼓体験交流館(たたこう館) ℡86-2320（月曜休館）
子どもたちを守る「いのちの授業」
ドキュメンタリー映画『日本一幸せな従業員をつくる』
上映会 上映時間10：30〜12：02(開場10：00)
いさびりの宿 道遊 入場料：大人1,000円
中高生500円 以下無料
申 090-2564-4532(篠原)
○
花✿朱鷺祭り 9：30〜15:00 佐渡保育専門学校
佐渡保育専門学校 ℡63-6613

3

大安

仏滅

2

第23回佐渡海府寒ぶり大漁まつり
10：00〜(寒ぶり販売開始)
鷲崎漁港イベント会場 魚つかみ大会
(13：30〜 参加費500円 小学生以下限定30名)
寒ぶりあら汁先着1,000人分無料 サービス
佐渡海府寒ぶり大漁まつり実行委員会事務局
℡27-3258
しまびと元気まつり
9:00〜14:30 トキのむら元気館
佐渡市役所市民生活課健康推進室 ℡63-3115
小木芸能祭 10:00〜15:00
あゆす会館 小木地区公民館 ℡86-3191

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）

先負

＜2019年1月19日開催＞
Total Beauty Festival vol.3
10：00〜15：00 PRIMOSADOコミュニティホール 入場無料
※各サービスにより体験料がかかります。当日イベントご来場の方す
べてに、モビリティワールド横カフェ２２で使えるお得なチケット有。
検索 Facebook「total beauty festival vol3」
【参加店舗】ナリス化粧品 エステサロン kakusaka
ネイルサロン チッパー
アロマテラピー&ベビーマッサージ そら色みんと
カラーセラピー blue sky ヘアサロン モナリザ
52-2417(モナリザ)

「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）

オ カリナ 教 室

両津ー新潟航路
カーフェリー

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

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

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

小木ー直江津航路
高速カーフェリー

赤泊ー寺泊航路 高速船
12月1日〜31日 運休

1日〜27日 運休
28日〜31日
小木発→直江津着 直江津発→小木着
14:20→16:00 11:40→13:20
※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。

