ホ ン ダカ ー ズ 佐 渡

September
日

火

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
葦木ヒロカ×岩見理奈(Gemini)佐渡スペシャル
☆投げ銭ライブ 詳しくは19日欄参照

20

<14日・15日開催>
第24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

21

<〜10月6日開催>さどの島銀河芸術祭2019
両津地区、虫崎地区、岩首地区ほか
「響く島。SADO」プロジェクト総合案内窓口
℡050-5305-5135

<1日開催>
2019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

※印は図書館
︵室︶
以外で開催

イベント

図書館

<14日開催> 新穂子ども読書会
畑 野 <15日開催>畑野読書会
絵本読み聞かせ テーマ「おいしい秋みつけた」10：00〜10：30
<ブック・マイ・ブーム>
図書室
工作・活動「秋の星座をかいてみよう」
「いろんなかるたであそぼう！」10：30〜11：15
14：00〜15：30
★さわた図書館 ℡57-2711 ★真野図書館 ℡55-2223 ★相川図書室 ℡74-2332 ★新穂図書室 ℡22-2075 ★畑野図書室 ℡66-3889

28

前浜シネマ ヴィヴィアン・リー主演
『哀愁』上映 13:00〜14：50頃
（開場12:40）前浜小中学校
入場無料(申込不要) 前浜小中 映画ボラ 櫻井
℡29-2313

スケッチクラス

9/15㈰、9/23㈷
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

9/17㈫ 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

絵手紙教室

オ カリナ 教 室

9/21㈯ 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

9/23㈷
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

パステル画教室

苔玉教室

9/24㈫ 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

9月
お休みさせていただきます
講師：石塚泰子先生

会場はモビリティワールド工房です。

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

先勝
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法人会青年部会税務研修会
簿記会計について
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
○

フ ル ート 教 室

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

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
彼岸入り
おもちゃ病院さど ℡090-1620-8684 (本間)
第3土曜本町市 10：00〜14：00
<21日〜23日開催>北欧から吹く風
河原田本町商店街 小山電機商会 ℡52-3231
同時開催 木工パーツがアクセントの
2019 佐渡動物愛護フェスティバル
洋服と布小物 10：00〜18：00(最終日 13：00〜15：00 おんでこドーム
17：00まで) アミューズメント佐渡
15：30〜動物供養祭
080-9983-1466(Russell)
新潟県動物愛護協会佐渡支部 ℡74-3399
080-1236-8063(木村)
こども将棋クラブ 詳しくは16日欄参照

<24日開催>
<22日開催>
<26日開催>
<14日開催>
<10日開催>
<9日開催>えほんのよみきかせ
中 央
両 津
小 木
さわた
真 野
相 川
親子で絵本（乳幼児向け）10:30〜
はじめまして！おはなしかい
おはなし会
おはなしのじかん
おはなし会
季節の折り紙を楽しみましょう♪
図書館 10：30〜 対象：0〜3歳
図書館 10：30〜11：00 図書館 16：00〜
図書館 おはなしかい14：00〜
図書館 15：30〜
図書室 10:00〜10:30

※<8日開催>でんでん虫さんのハーモニカ演奏と
新 穂
金子みすゞの詩の世界 14：00〜15：00
図書室
新穂地区公民館 対象：大人（小学生〜）申込不要 無料
★中央図書館 ℡63-2800 ★両津図書室 ℡27-4182 ★小木図書館 ℡86-3841

オープンキャンパス
9：15〜(受付) 佐渡保育専門学校
佐渡保育専門学校 ℡63-6613
「加茂湖展望の丘」Lake View Concert Vol.4
詳しくは火曜下段参照

赤口

<〜29日開催>
柏原レイコ×柏原昇店 作品展
8：30〜16：30 新穂歴史民俗資料館
月曜休館(月曜祝日の場合翌日休館)
入場料：大人200円 小・中学生100円
新穂歴史民俗資料館 ℡22-3117

「加茂湖展望の丘」
Lake View Concert Vol.4
13：00〜14:00(開場12：00)
加茂湖展望の丘（両津・椎崎諏訪神社奥）
料金：大人1,000円 中高生500円
（小学生以下無料） 全席自由
※雨天時「勤労青少年ホーム」
変更の有無は当日10：00決定
椎崎観光協会 ℡27-4145（あおきや）

十五夜

14

大安

<〜9月30日開催>若林柳一川柳展
佐渡総合病院2Fギャラリー
55-3646(若林)

7

仏滅

<〜9月6日開催>若林柳一川柳展
9：00〜15：00 第四銀行南佐渡支店
55-3646(若林)

13

月見の会 夕方から しめばり山荘
参加無料 74-3746（柳平）
第2回高次脳機能障害者
「家族のつどい」13：30〜15：30
佐渡総合病院 要申込(概ね1週間前)
申佐渡保健所 ℡74-3407
○

赤口

26

<1日〜30日開催> あなたの
レコード、聴かせてください
10:00〜21：00 茶房げんざ
水・木曜定休
茶房げんざ ℡29-2072

Tel:025-311-0511
新潟市中央区沼垂東3丁目5-16
8：00〜17：00 定休日 水曜日

土

大安

<14日開催>
葦木ヒロカ×岩見理奈(Gemini)
佐渡スペシャル☆投げ銭ライブ
①10：30〜 河原田本町会館
②16：00〜 北片辺藻浦崎海岸
②は雨天時北片辺公民館
090-6515-0719 (岩見)

6

紡ぐ珈琲と。
Tsumugu Coﬀee and.

天領佐渡両津薪能 19：30〜
<6日〜10月1日開催>
椎崎諏訪神社能舞台
布の手芸展 ‑ 布花のタペストリー他 ‑
運営協力金1,000円
10:00〜21：00 茶房げんざ
天領佐渡両津薪能実行委員会 ℡23-3300
水・木曜定休
茶房げんざ ℡29-2072
草苅神社夜能 18：00〜 草苅神社能舞台
佐渡観光交流機構南佐渡支部 ℡86-3200
令和元年度第2回世界発見、佐渡再発見講座
第120回ぷち本町市 10：00〜14：00
子育て世代から見る佐渡の魅力
講師：ブリニョ聡美氏 19：00〜21:00 河原田本町会館
森のコーヒー屋 ℡57-1060
PRIMOSADOコミュニティホール
参加費500円(高校生以下無料)
<7日・14日・21日・28日開催>
DSI事務局 ℡52-2265
こども将棋クラブ 詳しくは16日欄参照
仏滅
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Tel:51-1515 大小 105-4
ご予約の方は
Tel:51-1515
メール seasidehouse@primosado.jp

先負

<12日・26日開催>予約制年金相談
12日：12:40〜15：00 あいぽーと佐渡
26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
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

大安

深遠の世阿弥〜只今、小説執筆呻吟中〜
講師：藤沢 周氏(作家・法政大学教授)13：00〜整理券配布(先着順)
14：00〜(開場13：30) 正法寺 聴講料1,000円 先着80名様
佐渡の能を識る会 ℡090-3229-7586(近藤)

12

仏滅

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

<5日・13日・19日・26日開催>
軽減税率制度説明会(消費税)
14：00〜15：00 佐渡税務署
佐渡税務署法人課税部門
℡74-3276(ガイダンス2)

先負
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5

家族介護教室 介護が楽になる
お世話の仕方・福祉用具のはなし、
福祉用具の紹介 10：00〜12：00
両津地区公民館
佐渡市高齢福祉課
高齢福祉係 ℡63-3790

SEASIDE HOUSE in しまふうみ

金
友引

18

法人会女性部会税務研修会
簿記会計について
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
○
第5回こころの健康相談会
9：30〜11：30 真野行政サービスセンター
申佐渡保健所 ℡74-3407
要申込(13日まで) ○
クルーズ船寄港 入港9:00 出港17:00予定 (にっぽん丸)
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

仏滅

30

<12日・19日・26日開催>哲学cafe
19：00〜21：00
12日・26日 両津地区公民館
19日 新穂地区公民館
参加費300円(申込不要)
哲学café ℡090-2738-5818(本間)
先負

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)
世界の鼓童とともに 芸能の宝島佐渡
19：30〜(開場18：45) 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)
申おけさと芸能の宝島佐渡実行委員会 ℡23-3300
○
普通救命講習を受講しましょう。
13：00〜16：00(Ⅰ講習) 13：00〜17：00(Ⅱ講習)
佐渡市南佐渡消防署 定員10名（小学5年生以上対象）
受講無料(要申込27日まで) ○申佐渡市南佐渡消防署救急・救助係 ℡88-3119

11

友引

世阿弥大学 世阿弥 世阿弥〜書庫から 発見 された能の大成者〜
講師：竹本 幹夫氏(早稲田大学演劇博物館顧問 早稲田大学名誉教授)
小鼓から問う世阿弥と能楽の魅力
講師：大倉 源次郎氏(能楽囃子方大倉流小鼓方十六世宗家 人間国宝)

先勝
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先負

秋分

第3回産業振興セミナー
地域資源を活用した
農業からの地域活性化
講師：大橋 慎太郎 氏(新潟大学農学部准教授)
モノづくりにおける切削加工技術の高度化事例
講師：川崎 一正 氏(新潟大学工学部准教授)
17：00〜19：00 金井コミュニティセンター
参加無料(要申込10日まで)
申佐渡市地域振興課商工振興係
○
℡63-4152
第108「種火の会」佐渡の『健康』
と『食』を支えるための歯科医療
講師: 渡部守さん（まもる歯科院
長 佐渡在宅歯科医療連携室長）
19：00〜21：00 佐渡総合病院
会費300円 090-4091-9507（光村）

<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（要申込）
申こころの森親子ネット ℡080-6556-2275（角坂）
○

二百二十日

友引

23

木

<4日〜29日開催>
「ニューヨーク公共図書館」上映 10：00〜
大人2,000円 高校生以下1,000円
未就学児無料 1ドリンク付き 月・火定休(7日臨休)
かしましねまの会(おしゃべり会) 随時開催
Caféガシマシネマ ℡67-7644

YAMATO音楽活動１５周年特別企画 in 佐渡
笑いあり、涙あり 落語＆歌 夢のコラボLIVE！
＜ゲスト出演＞古今亭駿菊（落語）浜ユウスケ（歌謡ショー）
15：00〜 両津 Ray'sスタジオ
料金：前売3,000円 当日3,500(1ドリンク付)
090-3333-4063(レイズスタジオ中村)
070-6559-7351(ＹＡＭＡＴＯ)

17

4

しまふうみ

本店
タリーズコーヒー店
Tel:55-4545 大小 105-4 Tel:51-4545 市野沢 82
営業時間 10:00〜17:00 営業時間 10:30〜18:00
定休日 水曜日
定休日 水曜日

仏滅

先負
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<7日・14日・21日・28日開催>
こども将棋クラブ 13：00〜15：00 へっついの家
<21日開催> 10：00〜12：00 しまびと元気応援団の家
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)
元気が出る楽しい講演会
今からでも氣の活用を
講師：岡村 隆二 氏
秋分の日
(NPO法人氣の活用コム理事長)
10：00〜12：00 正覺寺 会費無料
正覺寺 ℡27-3835

10

C o ﬀ ee& Te a2 2

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・木曜日

水

先勝

第4回佐渡民謡の祝祭
10：00〜16：00 両津文化会館
入場料：前売券1,000円
当日券1,200円(中学生以下無料)
佐渡文化財団 ℡58-9112
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
こいっちゃまつり 10：00〜16：00
佐渡市相川支所駐車場 うまいもん合戦・楽市楽座
キッズお仕事体験10：00〜14：00
こいっちゃまつり実行委員会 (相川町商工会内)℡74-3236

敬老の日

友引

先勝
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16

先勝

全佐渡将棋大会令和元年度9月
月例チャンピオン戦 10：00〜17：00
金井コミュニティセンター
会費：一般1,000円 会員/学生500円（昼食別）
※ジュニア戦あり10：00〜12：00 無料
090-4091-9507（光村）
徳和まつり 6：00〜22：00頃 大椋神社
佐渡観光交流機構南佐渡支部 ℡86-3200
莚場まつり 7：00〜22：00 白山神社
佐渡観光交流機構南佐渡支部
℡86-3200

9

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
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

赤口

15

第2月曜日 大人半額デー
13：00〜23：00 金井温泉 金北の里
金井温泉 金北の里 ℡67-7522

3

<3日〜29日開催>
版画とアールブリュットコラボ展
(障害者展)
版画村に とき が舞う!!
(版画村特別展)
9：00〜17：00 佐渡版画村美術館
入館料：大人400円 小人200円
※障害者展無料
9日・17日・24日・30日休館
佐渡版画村美術館 ℡74-3931

赤口

大安

8

普通救命講習を受講しましょう。
13：00〜16：00(Ⅰ講習)
13：00〜17：00(Ⅱ講習)
白露
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
申相川消防署救急・救助係
込6日まで) ○
℡74-0119
小布勢神社例大祭 10：00〜 小布勢神社
小布勢神社 ℡58-2087
第37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 ℡27-4181

Tel:51-1127 東大通 821-1
営業時間 10:00〜18:30
定休日 水・木曜日

赤口

2

仏滅

1

月

2019佐渡国際トライアスロン大会
詳しくは水曜欄下参照
<〜29日開催>柏原レイコ×柏原 二百十日 夏季限定セレクトショップ
昇店 作品展 詳しくは29日欄参照
『しまカタリ。』
<1日〜30日開催>
11：00〜14：00
あなたのレコード、聴かせてください
Bakery & Cafe しまふうみシェアテラス
詳しくは26日欄参照
佐渡UIターンサポートセンター
<〜9月6日開催>若林柳一川柳展
℡58-8013(熊野)
詳しくは26日欄参照
<〜9月30日開催>若林柳一川柳展 <〜10月6日開催>さどの島銀河芸術祭2019
詳しくは27日欄参照
詳しくは26日欄参照

9月の

M OB I L I T Y W OR L D

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

大安

9

〜 私 た ち は 佐 渡 の 元 気 を 応 援 し ま す 〜

<28日・29日開催>佐渡絵手紙愛好者友の会
10周年記念合同絵てがみ展
13：00〜17：00(最終日9:00〜16:00まで)
金井コミュニティセンター
080-1276-8893(高野)

《PRIMOSADOからのお知らせ》
9/1は、2019佐渡国際トライアスロンの為、
ＰＲＩＭＯＳＡＤＯ全店休店とさせて頂きます。

９/１㈰ 高校バレーボール選手権佐渡地区予選 佐渡高校
９/８㈰ 第３７回佐渡レガッタ 加茂湖漕艇場
９/８㈰ 羽茂ソフトボール大会
羽茂小グラウンド・南佐渡中グラウンド
９/８㈰ 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
９/８㈰ 飯田杯９人制女子バレーボール大会 金井中体育館
９/８㈰ 第１０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㈪〜 相川バドミントンナイターリーグ大会
相川中体育館
９/14㈯ 全佐渡卓球選手権卓球団体戦
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
９/ 14㈯ ソフトテニス夏季選手権（中学生）
佐渡スポーツハウス
９/14㈯ 第３６回佐渡陸上記録会 佐渡市陸上競技場
９/15㈰ 第３５回真木山杯シングルス
（テニス）
真野公園テニスコート
９/15㈰・16㈰ オーシャンズカップバレーボール大会
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
９/19㈭ 佐渡市中学校駅伝競走大会 新穂武道館周辺コース
９/25㈬ 佐渡市小学校親善陸上競技大会 佐渡市陸上競技場
9/27㈮〜10/18㈮ バドミントンナイターリーグ戦
真野体育館 他

佐渡汽船時刻表〈 9月1日〜
30日 〈
※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。

両津ー新潟航路
カーフェリー
沼垂テラス商店街・沼垂テラス・エフ
(サテライト店) ㈱テラスオフィス
℡025-384-4010

<1日開催>沼垂テラス商店街「朝市」 <21日開催>
8：00〜12：00
沼垂テラス商店街「夜市」
特別テーマ「ブックオブヌッタリ」
17：30〜21：00

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、紡ぐ珈琲と。を展開しています。

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

小木ー直江津
航路高速カーフェリー
※印 9/14、21 運航

ジェットフォイル
両津発→新潟着

新潟発→両津着

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

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

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

