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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 」

April

「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

絵手紙教室

苔玉教室

4/20㈯ 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

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

オ カリナ 教 室

パステル画 教 室

4/27㈯
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

4/30㈫ 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

<6日・13日>こども将棋クラブ
13：00〜15：00 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)
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本町シアター『慕情』
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
℡57-2711

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

４月スポーツイベント

<13日〜14日開催>
山王祭（日吉神社例祭）
13日19：00〜 14日8：30〜 上新穂 日吉神社
佐渡観光交流機構中央支部 ℡27-5000

20

佐渡市スポーツ協会スポーツ推進係 ℡27-7080

赤口

ドンテン高原山開き
11：00〜
穀雨
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
の無料振る舞い ドンテン高原春祭
り実行委員会 ℡23-3300
<20日・21日開催>
佐渡金銀山ガイダンス施設「きらり
うむ佐渡」オープニングイベント
詳細は4日の欄参照

27

先勝

<26日・28日開催>クルーズ船寄港
26日 入港7：00 出港17：00予定
(カレドニアンスカイ) 小木港着岸
28日 入港6：00 出港17：30予定
(カレドニアンスカイ) 小木港着岸
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 ℡67-7944

4/18㈭ 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

第116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
おはなし会 14：00〜 さわた図書館
さわた図書館 ℡57-2711

大安
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6

ス ケッチ ク ラ ス

4/7㈰・27㈯
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

仏滅

「きらりうむ佐渡」
開館記念茶会
10：00〜15：00
きらりうむ佐渡
佐渡市産業観光
部世界遺産推進課 ℡63-5136
諏訪神社例大祭（万燈まつり）
終日 河原田諏訪町 諏訪神社
河原田万燈まつり実行委員会
℡090-4132-6352(山田)
<27日〜5月5日開催>
鼓童 佐渡宿根木公演
詳細は水・木曜下段の欄参照

私たちと一緒にいい島「佐渡」づくりしませんか！

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
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

◎5:30→ 8:00
27 ※6:10→ 8:40
9:15→11:45
12:40→15:10
30
16:05→18:35
19:30→22:00

※2:50→ 5:20
6:00→ 8:30
9:20→11:50
12:35→15:05
16:00→18:30
19:30→22:00

4
1
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※印 4/27 運航 ◎印 4/27 運休

小木ー直江津航路
高速カーフェリー
小木発→直江津着
※7：00→ 8：40
11:50→13:30
16:30→18:10
※印 4/27 運航

直江津発→小木着
※4：40→ 6：20
9:30→11:10
14:10→15:50

両津発→新潟着 新潟発→両津着
4
1
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7:20→ 8:25 5：45→ 6：50
11:15→12:20 9：40→10：45
14:25→15:30 12：50→13：55
17:35→18:40 15：55→17：00

7:20→ 8:25
9:30→10:35
11:15→12:20
13:20→14:25
30 14:25→15:30
16:25→17:30
17:35→18:40
18

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

日〜 日

<しまふうみホールスタッフ> 短期アルバイト
【雇用期間】 平成31年4月25日〜平成31年5月6日
【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】 10：00〜15：00
【賃金形態】 時給1,200円＋交通費
※パート・正社員も募集中
詳しくはお問い合わせください。
【加入保険】 労災
佐渡ホンダ販売(株) ℡51-1010(総務部 森川・末武)

佐渡汽船時刻表〈4月1日〜30日〉
月 日〜 日

Together for Tomorrow.

４/６㈯ 第２１回 佐渡市スポーツフェスティバルＧＢ大会
金井温泉体育館
４/６㈯・７㈰ 第９回全日本学童軟式野球佐渡大会
両津野球場
４/14㈰ 春季６人制バレーボール選手権大会（女子）
金井中学校体育館
４/21㈰ 佐渡トキマラソン２０１９ おんでこドーム
４/27㈯ 第７４回佐渡陸上選手権大会
佐渡市陸上競技場
４/28㈰ 佐渡地区春季剣道大会
相川中学校体育館
４/28㈰ 春季６人制バレーボール選手権大会（男子）
金井中学校体育館
４/28㈰ 中学生卓球大会 サンテラ佐渡スーパーアリーナ
４/28㈰ 第３５回鈴木杯混合ダブルス・風間杯男子ダブルス
・女子ダブルステニス大会 真野公園テニスコート
４/28㈰〜９月 全佐渡野球リーグ戦 畑野球場
４/29（金・祝） 両津マラソン大会 両津総合体育館

月 日〜 日

<27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
5/5午前公演のみ
4/30・5/1休演 宿根木公会堂
前売：大人3,500円
小人（4歳〜小学生）1,500円
3歳以下無料 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）
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家庭で役立つアロマレスキュ
ーキット 〜活用セミナー〜
詳細は17日の欄参照
羽茂川に沿って歩こう
詳細は17日の欄参照
こども将棋クラブ
詳細は25日の欄参照
白雲台開き 11：00〜 交流センター白雲台
Ｒｙｏｋａｎ浦島 ℡57-3751
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

赤口

<20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
13：00〜15：00 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)

<12日〜26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 入場無料
12日〜14日 『佐渡金銀山世界文化遺産登録
祈念』 佐渡金山桜並木と芸能披露 20：30〜
佐渡金山桜並木ライトアップ実行員会事務局
℡74-3515

大安

25

12

仏滅

大膳神社例祭奉納能
14：00〜 大膳神社能舞台
佐渡観光交流機構
中央支部 ℡27-5000
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
赤泊まつり 10：00〜
赤泊 八幡若宮神社
佐渡観光交流機構南佐渡支部 ℡86-3200
おはなし会
16:00〜 小木図書館
小木図書館 ℡86-3841

先負
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5

<5日〜21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
清明
アップ(18：30〜21：30)
真野まつり振興会 ℡55-2711

土

<13日・14日開催>SADOCOS
〜佐渡の魅力を掘り起こすコスプレイベ
ント vol.2〜 詳細は10日の欄参照

大安

<24日・25日開催>
軽減税率制度説明会
14:00〜15：00 佐渡税務署
定員20名(要申込)
佐渡税務署法人課税部門
℡74-3276 (音声ガイダンス『2』)

11

法人会女性部会主催税務研修会
税制改正最新情報 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
○

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

<1日〜30日開催>
第19回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

仏滅

退位の日

4

<20日・21日開催>
佐渡金銀山ガイダンス施設
「きらりうむ佐渡」
オープニングイベント
20日 12：00〜17：00
21日 8：50〜17：00
きらりうむ佐渡
20日〜26日は展示室見学無料
佐渡市産業観光部世界遺産推
進課 ℡63-5136

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 10:30〜18:00
定休日 水曜日

金

先負

30

24

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
海上安全・大漁満足祈願祭
11：00〜 度津神社
度津神社 ℡88-2030
<24日・25日開催>
軽減税率制度説明会
詳細は30日の欄参照

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

<11日・25日開催>予約制年金相談
11日12：40〜15：00 あいぽーと佐渡
25日8：50〜10：50 羽茂農村環境改善センター
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
申 日本年金機構新潟西年
相談無料(要申込) ○
金事務所お客様相談室 ℡025-225-3008

仏滅
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一ノ宮まつり
9：00〜
羽茂飯岡地内 度津神社
佐渡観光交流機構南佐渡支部
℡86-3200
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
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

17

<20日開催> 家庭で
役立つアロマレスキュー
土用
キット〜活用セミナー〜
10:00〜11：30
金井コミュニティセンター
参加費500円(要申込) お子様連れ可
申リラクゼーションサロン楽Ｎｅ
○
℡63-5366
羽茂川に沿って歩こう 9：00〜12：00
ちょぼくり集合・解散
74-3746（柳平）

「しまふうみ」 「しまふうみ」

赤口

10

先負

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」イベント会場
しまびと元気応援団の家
診断・治療(修理)無料
おもちゃ病院さど
℡090-1620-8684 (本間)

<3日・17日開催>
フリースペース「はばたき」
14：00〜16：00 真野体育館
申 こころの森親子ネット
参加無料(要予約) ○
℡080-6556-2275(角坂)
友引

昭和の日

16

三川まつり 8：00〜
三川 春日神社
佐渡観光交流機構
南佐渡支部 ℡86-3200
キャッシュレス決済対策セミナー
講師：横田 秀珠氏 (イ−ンスパイア
㈱代表取締役) 13：30〜15：30
佐渡市役所両津支所3Ｆ
受講料無料(要申込12日まで)
定員30名
申 両津商工会 ℡27-5128
○

仏滅

29

先負

志め張り山の会『春』
朝から日暮れまで
しめばり山荘（羽茂大崎）
会費500円(子供無料)
74-3746
（柳平）

9

木
大安

<23日〜5月19日>
読書週間イベント
物語で世界をぐるっとひとまわり！
！
9：00〜17：00 さわた図書館
さわた図書館 ℡57-2711

3

<13日・14日開催>
SADOCOS〜佐渡の魅力を
掘り起こすコスプレイベント
vol.2〜
撮影時間：13日10：30〜17：30
(船上希望者6：00〜8：00)
14日9：15〜13：00
会場：フェリー船上・佐渡金山・北沢浮遊選鉱場
・相川郷土博物館・奉行所・大間港
参加費：1日目参加4,000円 両日参加6,000円
申 佐渡サブカルチャー推進実行委員会
○
℡070-2638-3977(松本)

先負

友引

22

<23日〜5月14日>
春の読書週間イベント
「さどの図書館マップ」
9：00〜17：00 新穂図書室
新穂図書室 ℡22-2075

おはなし会 15：30〜
真野図書館
真野図書館
℡55-2223

友引

徳和まつり
9：00〜
徳和神社・諏訪神社
佐渡観光交流機構
南佐渡支部 ℡86-3200
新保まつり 終日 大慶寺参道・境内
大慶寺 ℡63-2530
第42回大慶寺門前市
10：00〜16：00 大慶寺
手作り市・フラダンス・琴の演奏・
羽茂大崎の芸能
大慶寺 ℡63-2530

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）

佐渡市議会議員補欠選挙
立候補予定者説明会 13:30〜
〈〜3日開催〉歩いてみよう
金井コミュニティセンター
町人の文化香る扇型の小木の町
佐渡市選挙管理委員会選挙係 ℡63-1077 小木ひな人形祭り 終日
小木市街地周辺
<3日〜14日 17日〜28日開催>
小木町商工会 ℡86-2216
「日日是好日」上映

先勝

15

仏滅

<〜4月14日開催> 新穂写彩の会と高校
三校写真部合同展 9:00〜16：30
新穂歴史民俗資料館 月曜休館
新穂の歴史と民俗を考える会 ℡22-3117
先勝

友引

本町を本の森に第12弾
10：00〜15：00 河原田本町商店街
お話し会・古本市＆骨董・クラフト市・本の
お医者さんなど 57-1060(桜井)
普通救命講習を受講しましょう。
① 13：00〜16：00
②13：00〜17：00 両津消防署
定員10名（小学5年生以上対象）
受講無料(要申込27日まで)
申 両津消防署救急・救助係 ℡27-3555
○

赤口

佐渡市議会議員補欠選挙
佐渡市選挙管理委員会選挙係
℡63-1077
佐渡トキマラソン2019
9：30スタート おんでこドーム
佐渡市スポーツ協会 ℡67-7510
畑野読書会
14：00〜15：00 畑野図書室
畑野図書室 ℡66-3889
全島交通安全祈願祭
11：00〜 度津神社
度津神社 ℡88-2030

28

8

2

水

3日〜14日：10：00〜 17日〜28日：14：00〜
「泣き虫しょったんの奇跡」上映
3日〜14日：14：00〜 17日〜28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 月・火定休
Caféガシマシネマ ℡67-7644

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

先勝

21

赤口

14

先負

新潟県議会議員選挙
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)
子どもたちを守る「いのちの授業」
『1/4の奇跡〜本当のことだから〜』上映会
上映時間10：30〜12：10(開場10：00)
いさりびの宿 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)
○
レゲエイベント
ゲストアーティスト
CHOZEN LEE
17：00〜23：00 Ray's
料金：前売 男性3,000円
女性2,000円 当日 3,500円
※学割それぞれ1000円oﬀ
℡090-2160-4434
総社神社例祭宵宮狂言
18：00〜 吉岡 総社神社能舞台
佐渡観光交流機構中央支部
℡27-5000

火

上浦祭り 9：00〜 杉野浦
白山神社
佐渡観光交流機構
南佐渡支部 ℡86-3200
<〜4月14日開催>
新穂写彩の会と高校
三校写真部合同展
詳細は8日の欄参照
<1日〜30日開催>
第19回はんが甲子園入賞作品展
詳細は5日の欄参照
大安
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「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）

フ ル ート 教 室

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

赤泊ー寺泊航路 高速船
4月1日〜30日 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。

