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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 」

February

「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

2/23㈯ 14：00〜
講師：石塚泰子先生
参加費：1,300円
定員：6名
※参加費・材料費込み

オ カリナ 教 室

パステル画 教 室

2/24㈰
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

2/26㈫ 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

16

会場はモビリティワールド工房です。

２月スポーツイベント

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）
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

23

両津発→新潟着 新潟発→両津着
9:15→11:45
6:00→ 8:30
13:00→15:00
9:45→11:45
1
16:05→18:35 12:35→15:05
19:30→21:30
16:00→18:00
27
22:50→01:20 19:30→22:00
5:30→ 8:00
6:00→ 8:30
9:15→11:45
9:20→11:50
28
12:40→15:10 12:35→15:05
16:05→18:35 16:00→18:30
19:30→22:00 19:30→22:00
2

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

7:20→ 8:25
◇ 8:40→ 9:45
☆ 9:30→10:35
11:15→12:20
11
13:20→14:25
16:00→17:05
7:20→ 8:25
12 ※ 8:40→ 9:45
◎ 9:30→10:35
27 11:15→12:20
13:20→14:25
印は高速カーフェリー「あかね」
（運航時間2時間）
16:25→17:30

◇ 7:05→ 8:10
☆ 7:55→ 9:00
9:20→10:25
11:30→12:35
13:45→14:50
15:55→17:00
※ 7:05→ 8:10
◎ 7:55→ 9:00
9:20→10:25
11:30→12:35
13:45→14:50
16:25→17:30

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

7:55→ 9:00
9:40→10:45
11:30→12:35
13:45→14:50
16:25→17:30

1

28

日

小木ー直江津航路
高速カーフェリー

2

日〜 日

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。

両津ー新潟航路
カーフェリー

月 日〜 日

<自動車整備士> 正社員
【仕事内容】 車のメンテナンス修理等
【必要な経験・資格等】 自動車整備士2級以上
普通自動車免許(AT限定不可)
【就業時間】 9：00〜18：20
【賃金形態】 173,000円〜228,000 交通費
【加入保険】 雇用・労災・健康・厚生・退職金制度あり

佐渡汽船時刻表〈2月1日〜28日〉

日

新卒・正社員も可。詳しくはお問い合わせください。
佐渡ホンダ販売㈱ ℡51-1010(総務部 森川・末武)

佐渡市スポーツ協会スポーツ推進係 ℡27-7080
２/１㈮ 小木分団対抗卓球大会 小木Ｂ＆Ｇ海洋センター
２/３㈰ 新潟県小学生新人バレーボール大会地区大会 畑野小
２/３㈰ 冬季６人制バレーボール選手権（本鉄杯）
佐渡高校・佐渡中等体育館
２/３㈰ 臼杵記念総合団体選手権大会 サンテラ佐渡
２/３㈰ 新穂地区卓球大会 新穂体育館
２/３㈰〜 第４７回両津勤労者バスケットボール大会リーグ戦
両津総合体育館
２/４㈪〜 ソフトバレーボールナイターリーグ戦 真野体育館
７日㈭８日㈮ 小木職場・団対抗バドミントン大会 小木Ｂ＆Ｇ海洋センター
２/１０㈰ 真野地区インドアテニス大会 佐渡スポーツハウス
２/１７㈰ 真野地区卓球１日大会 真野体育館
２/１７㈰ バドミントンフェスティバル大会 サンテラ佐渡
２/１８㈪・１９㈫ 第８回八幡館親善ゲートボール大会 金井温泉体育館
２/２３日㈯２４㈰ 佐渡ミニバスケットボール新人戦 新穂中・畑野小
２/２４㈰ 第７０回下越スキー選手権大会 平スキー場
２/２４㈰ 第３４回冬季バスケットボール大会 畑野中学校体育館
２/２４㈰ 羽茂バレーボール大会 羽茂Ｂ＆Ｇ体育館他
２/２４㈰ 小木職場・団体対抗バレーボール大会 小木Ｂ＆Ｇ海洋センター
２/２４㈰ 赤泊公民館長杯争奪ソフトバレー大会 赤泊中学校体育館

月 日〜 日

おたから
チャレンジ王国
9：30〜12：00
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
紅白オセロ・マジックショー・
バルーンアート体験・親子でチャンバラなど
さわたおたからチャレンジチーム
℡52-6917（安藤）
ブック・プレゼンテーション
『知らない人や本との出会いがあります！』
13：30〜 佐渡中央会館
さわた図書館 ℡57-2711

先勝

<しまふうみホールスタッフ> パート労働者
【仕事内容】 ホールでの接客・販売。
自家製パン・菓子の製造補助
【就業時間】 8：00〜17：20(5時間以上)
【賃金形態】 時給900円 交通費
【加入保険】 雇用・労災

野の花アート教室

2/21㈭ 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

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

赤口

赤口

朱鷺と暮らす郷づくり推進フォーラム
詳しくは、
11日の欄参照
こども将棋クラブ
詳しくは、
木曜日欄上参照

Together for Tomorrow. 私たちと一緒にいい島「佐渡」づくりしませんか！
<しまふうみ製造責任者> 正社員
【仕事内容】 自家製パン・菓子の製造
【必要な経験・資格等】 パン・菓子製造経験
普通自動車免許(AT限定可)
【就業時間】 1：00〜14：00(8時間程度)
【賃金形態】 月給250,000円〜300,000円 交通費
【加入保険】 雇用・労災・健康・厚生・退職金制度あり

大安

28

仏滅

おはなし会
16:00〜 小木図書館
小木図書館 ℡86-3841

22

<16日開催>
大人のための
ハーモニカ演奏と
3つのショートストーリー
14：00〜15：00 新穂地区公民館
対象：小学生〜大人（未就学児はご遠慮ください）
新穂図書室 ℡22-2075

9

羽茂芸能ステージ
9：30〜16：00
羽茂農村環境改善センター
羽茂地区公民館 ℡88-2230
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
こども将棋クラブ
詳しくは、
木曜日欄上参照
佐渡学セミナー
詳しくは、
火曜日欄上参照

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

ス ケッチ ク ラ ス

<2日・3日開催>
中芳書道会四十五周年記念展
9：00〜17：00（最終日16：00まで）
金井コミュニティセンター 中芳書道会
℡090-8773-1988（本間芳鶴）

赤口

27

21

<24日開催>
ジオパーク講演会
真冬の「楽校」特別授業
13：00〜15：30
あいぽーと佐渡
（申込不要・無料）
https：//sado-geopark.com/
10：00〜12：00
ステンシルトートバック作り体験（要申込・有料）
12：00〜13：00
研究成果をまとめたポスター発表（申込不要・無料）
申 佐渡ジオパーク推進協議会事務局
○
sado-geopark@city.sado.niigata.jp

15

新穂子ども読書会
9：30〜11：00
新穂図書室
紙芝居の読み聞かせと
楽しい工作 対象：小学生
新穂図書室 ℡22-2075
おはなしかい
13：30〜 さわた図書館
さわた図書館 ℡57-2711
大人のためのハーモニカ演奏と
3つのショートストーリー
詳しくは、
22日の欄参照

毘沙門宵祭り
詳しくは、
木曜日欄上参照
こども将棋クラブ 詳しくは、木曜日欄上参照
第114回ぷち本町市 10：00〜14：00
河原田本町会館 森のコーヒー屋 ℡57-1060

大安

8

2

先負

友引

<16日開催> こども将棋クラブ
10:00〜12：00
しまびと元気応援団の家
13：30〜15：00 へっついの家
参加無料（カンパ歓迎）
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）

こども将棋クラブ
詳しくは、
20日の欄参照
もっと知って！補助犬
10：00〜12：00 あいかわ総合開発センター
相川図書室 ℡74-2332
大安

20

14

仏滅

第101回「種火の会」
熱き研修医の声を聴く！
1.「アレルギー性鼻炎について」
ジオパーク講演会
（松澤知先生）
真冬の「楽校」特別授業
2.「認知症について」
（磯貝将先生）
詳しくは、
21日の欄参照
子どもたちを守る「いのちの授業」 19：00〜21：00 佐渡総合病院
会費：300円
090-4091-9507（光村）
『みつばちと地球とわたし』上映会
上映時間10：30〜12：07（開場10：00）
はじめまして！おはなしかい
いさりびの宿 道遊
10：30〜 中央図書館
参加費：大人1,000円 中高生500円 以下無料 対象：0〜3才
申 090-2564-4532 (篠原)
○
中央図書館 ℡63-2800

<1日〜5日開催>
むら展
9：30〜16：00（最終日15：00まで）
浜梅津文化ホール 入場無料
090-6932-5123（渋谷）

聖バレンタインデー

大安

仏滅

26

先負

先負

友引

25

友引

先勝

24

相川芸能祭
10：00〜
あいかわ開発総合センター
相川地区公民館 ℡74-2332
金井芸能発表会
12：00〜
金井コミュニティセンター
金井地区公民館 ℡63-4151
真野地区芸能祭
12：10〜16：20
真野ふるさと会館 入場無料
真野地区公民館 ℡55-2179

13

法人会女性部会
税務研修会
相続税と贈与税について
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

<13日・20日・27日開催>
水曜まんぷく市
11：00〜13：00 河原田本町会館
森のコーヒー屋 ℡57-1060

普通救命講習を受講しましょう。
① 13：00〜16：00
＜18日〜3月15日開催
②13：00〜17：00
（土・日を除く）
＞
佐渡市南佐渡消防署
所得税確定申告受付開設
雨水
定員10名（小学5年生以上対象）
平成31年度（平成30年分）
受講無料（要申込15日まで）
<９日・10日開催>
市・県民税申告受付
申 佐渡市南佐渡消防署救急・救助係
○
水津のかに天うどんを
詳しくは、
上段日月曜日欄参照
℡88-3119
味わってください
第10回 こころの健康相談会
さわた芸能祭 12：30〜16：30（開場12:00） 9：30〜11：30
11:00〜14：00 茶房げんざ
アミューズメント佐渡 佐和田地区公民館 ℡57-8131
限定10杯（700円）
佐渡保健所 要申込（13日まで）
畑野地区市民芸能発表会 13：00〜16：00
茶房げんざ ℡29-2072
申 佐渡保健所 ℡74-3407
○
畑野農村環境改善センター
佐渡市教育委員会東教育事務所 ℡66-3889 こども将棋クラブ 13：00〜15：00 佐州おーやり館 参加無料（カンパ歓迎） 090-8054-5474（山本）

<2日・9日・23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
（カンパ歓迎）
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）

7

1

<1日〜28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・木定休
茶房げんざ ℡29-2072

土

2/16㈯
10：30〜

2/9㈯、2/24㈰
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

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

牛尾神社お七日祈願祭
<3日開催>
御田植神事 15：00〜17：00
9：30〜12：00
大学と連携した
下川茂 五所神社
牛尾神社（新穂潟上）
地域活動合同報告会
佐渡観光交流機構南佐渡支部
牛尾神社社務所 ℡22-2237（佐山）
13：00〜17：00 あいぽーと佐渡
℡86-3200
10：00〜17：00 活動の展示
田遊び神事 13：00〜15：00 小比叡神社
佐渡観光交流機構南佐渡支部 ℡86-3200
13：00〜合同報告会
<6日・20日開催> フリースペース「はばたき」詳しくは、5日の欄参照
佐渡市産業観光部地域振興課地域振興係
<6日〜3月1日開催>『ポリス・ストーリーREBORN』上映
℡63-4152
6日〜15日 10：00〜 16日〜3月1日 14：00〜
『駅馬車』上映 6日〜15日 14：00〜 16日〜3月1日 10：00〜
<９日・10日開催>
料金：大人1,000円 高校生以下500円(1drink付き)
水津のかに天うどんを味わってください
定員20名 月・火定休
Café ガシマシネマ ℡67-7644
詳しくは、
19日の欄参照

仏滅

19

6

<2日開催>毘沙門宵祭り
20：00〜翌朝 毘沙門堂
21：00〜豆まき
（子供向け）
23：00〜御開帳 24：00〜豆まき
多聞寺 ℡63-4090

フ ル ート 教 室

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 9:30〜18:00
定休日 水曜日

先負

<4日開催>地域づくり講演会
「金井についてしゃべらんかっちゃ！」
〜三浦基裕市長と金井のこと話し合いましょう〜
18:30〜20:00
金井コミュニティセンター 会費無料
かない地域づくりの会
℡090-4091-9507（光村）

本店
Tel:55-4545 大小 105-4
営業時間 9:30〜17:00
定休日 水曜日

金

先負

友引

12

おはなし会
15：30〜 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223

<23日開催>朱鷺と暮らす
郷づくり推進フォーラム
13：30〜17:00 あいぽーと佐渡
佐渡市産業観光部 農業政策課
里山振興係 ℡63-5117

18

5

<6日・20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)
先勝

赤口

17

11

第2月曜日
大人半額デー
建国記念の日
14：00〜23：00
金井温泉 金北の里
金井温泉 金北の里 ℡67-7522

<3日開催> 歯科衛生士のための復職支援
<9日開催>
相談会・研修会 14：00〜16：00 アミューズメント佐渡
佐渡学セミナー
第1部14：00〜15：00
講演：沖縄・八重山諸島の現在―
シマ毎の多様な「自治」をめぐって 【特別セミナー】 子供から超高齢者まで！
歯科衛生士にできる働き方
講師：加賀谷 真梨氏
講師：渡部守氏（さど歯っぴーキッズプロジェクト委員長）
（新潟大学人文学部准教授）
※資格をお持ちの方は誰でも参加可能
調査報告：泉地区の民族調査から
（新潟大学人文学部民俗学研究室） 第2部15：00〜16：00
【歯科衛生士のための復職支援相談会】
13：30〜16：30 あいぽーと佐渡
①復職への不安やお悩みの相談
定員150人（先着順 申込不要）
②勤務可能な様々な職場の紹介
佐渡市教育委員会社会教育課
申 新潟県歯科医師会 ℡025-283-3030
要申込 ○
文化学芸係 ℡52-2447

法人会青年部会税務研修会
会社の税金とキャッシュフロー
計算書について
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

「しまふうみ」 「しまふうみ」

木

友引

仏滅
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<10日・11日開催>
おじゃるずとまなぼう！
浴育のすすめ
10日 13：30〜14：30 新穂潟上温泉
11日 14：00〜15：00 畑野温泉 松泉閣
参加費：温泉入浴料のみ
佐渡市温泉活性化協議会
℡63-3115
まっさき食の陣
10：00〜14：00 多田漁港
芸能・雪中宝探し・足湯・鱈汁サービス
松夢会 ℡67-2333（佐藤）

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）

水

先勝

4

歯科衛生士のための
復職支援相談会・研修会
詳しくは、
水曜日欄上参照
地域づくり講演会
立春
ひきこもりの家族のつどい 節分
「金井について
「サロンふきのとう」2月の会
しゃべらんかっちゃ！」
13：30〜15：30 金井コミュニティセンター
〜三浦基裕市長と
要申込（1日まで）
金井のこと話し合いましょう〜
申
○佐渡保健所 ℡74-3407
詳しくは、
12日の欄参照
大崎そばの会
12：00〜14：30
大学と連携した
大崎活性化センター 要予約
地域活動合同報告会
申 佐渡観光交流機構南佐渡支部 ℡86-3200
詳しくは、
8日の欄参照
○

大安

3

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）

火

＜18日〜3月15日開催（土・日を除く）
＞
所得税確定申告受付開設
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）
平成31年度（平成30年分）市・県民税申告受付
〔常設申告受付会場〕 9：00〜11：30 13：00〜16：00
アミューズメント佐渡 市役所両津支所 市役所相川支所
〔臨時申告受付会場〕 9：00〜11：30 13：00〜16：00
赤泊総合文化会館（18日〜25日） 小木地区公民館（26日〜3月5日）
市役所羽茂支所（3月6日〜15日）
佐渡市役所総務部税務課市民税係 ℡63-5110

「C oﬀ ee&Tea2 2 」

絵手紙
教室

2月1日〜28日 運休

赤泊ー寺泊航路 高速船
2月1日〜28日 運休

◇印
☆印
※印
◎印

2/2,3,9〜11 運航
2/1,4〜8 運航
2/16,17,23,24 運航
2/12〜15,18〜22,25〜27 運航

※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。

