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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

March
日
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第124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
<7日・8日開催>雪割草展 詳しくは27日欄参照
<7日・14日・21日・28日開催>こども将棋クラブ
詳しくは27日欄参照
<7日〜20日 21日〜29日開催>
「フィッシャーマンズソング
コーンウォールから愛をこめて」上映
「私のちいさなお葬式」上映
詳しくは23日欄参照
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レ コードでビートルズを
聴こうじゃない会(Vol.1)
13：00〜16：00
PRIMOSADOコミュニティホール
入場料無料 080-6621-7032 (小山)
マルシェすみよし 10：00〜15：00
かふぇすみよし かふぇすみよし ℡59-9005
〈14日・15日開催〉第13回雪割草祭り 詳しくは16日欄参照
〈14日・15日開催〉雪割草展 佐渡大会 詳しくは17日欄参照
〈14日〜22日開催〉歩いてみよう！人形文化薫る扇形
の小木の町。小木ひな人形祭り 詳しくは25日欄参照
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先負

佐渡トキめき就職ガイダンス
13:15〜16：20
金井コミュニティセンター
ハローワーク佐渡 ℡
27-2248
<6日〜8日開催>第23回佐渡写楽会写真展
9：00〜18：00(6日12：00〜 8日16：00まで)
アミューズメント佐渡 入場無料 52-6866(白川)
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Tel:025-311-0511 新潟市中央区沼垂東3丁目5-16
営業時間 8：00〜17：00
定休日 第一・三火曜日および毎週水曜日

友引
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友引

<6日・13日・19日開催>
市国際交流員による中国語講座(入門編)
講師：寧 顕剛氏(国際交流員) 18：30〜20：00
金井コミュニティセンター 要申込(一週間前まで)
佐渡市観光振興課交流イベント推進室 ℡67-7944

紡ぐ珈琲と。
Tsumugu Coﬀee and.

土
先勝

6
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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 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)

<1日〜31日開催>あなたのレコード、きかせてください
<6日〜31日開催>桃の節句 吊し雛展
10:00〜21：00 茶房げんざ 水・木曜定休
茶房げんざ ℡29-2072

＜〜16日開催(土・日・祝日を除く)＞確定申告会場開設 9：00〜16：00 アミューズメント佐渡
申告書は、パソコンやスマホで作成できます！詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告特集」を
ご確認ください。 佐渡税務署 ℡74-3276(自動音声案内)
＜〜16日開催(土・日を除く)＞令和2年度(令和元年分)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
臨時申告相談会場 9：00〜11：30 13：00〜16：00 赤泊総合文化会館(17日〜21日)
小木地区公民館(〜2日) 市役所羽茂支所(3日〜16日)
佐渡市税務課市民税係 ℡63-5110

※<7日開催>１６ミリフィルム上映会「新穂トキめきシネマ」ア <14日開催>「新穂子ども読書会＜ミニ＞」
<15日開催>
畑 野
ニメ『こぎつねのおくりもの』と『ドナルドダックのゆかいな農夫さん』 読み聞かせテーマ「あたらしいきせつ〜春〜」
畑野読書会<ブック・マイ・ブーム
図書室
14：00〜15：00 新穂地区公民館 対象：未就学児（保護者同伴） 申込不要・無料 14：00〜14：30 新穂図書室 対象：小学生（未就学児も可）
> 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 ★羽茂図書室 ℡88-2230 ★赤泊図書室 ℡87-3141

3/20㈮、3/22㈰、
3/29㈰
講師：市橋靖子先生
参加費：3,100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

絵手紙教室

パステル画 教 室

3/21㈯ 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

3/24㈫ 14：00〜
講師：逸見チヅ子先生
参加費：2,100円
定員：8名
※参加費・材料費込み

苔 玉 教 室

スケッチクラス

3/28㈯ 14：00〜
講師：石塚泰子先生
参加費：1,800円
定員：5名
※参加費・材料費込み

3月 お休みさせて頂きます
講師：あわたさちこ先生

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

３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
3/1㈰ 第36回両津バドミントン大会
両津総合体育館
3/1㈰ 第39回畑野地区バドミントン大会 畑野中体育館
3/1㈰ 佐和田地区ソフトバレーボール大会(後期)
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
3/1㈰ 新穂地区バスケットボール大会 新穂中体育館
3/7㈯・8㈰第２６回真野・両津中学校親善バスケットボール大会
両総合体育館・両津中
3/7㈯・8㈰夢カップ（引野杯）中学生女子バレーボール大会
サンテラ佐渡・佐和田中
3/8㈰ 佐渡朱鷺健康マラソン大会 トキのむら元気館
3/15㈰ 赤泊地区対抗バレーボール大会 赤泊中体育館
3/20㈮・21㈯ 夢カップ（引野杯）中学生男子バレーボール大会
金井中体育館
3/22㈰ 赤泊男女混合バレーボール大会 赤泊中体育館

佐渡汽船時刻表〈3月1日〜31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
両津発→新潟着
5：30→ 8：00
9:15→11:45
12:40→15:10
16:05→18:35
19:30→22:00

新潟発→両津着
6:00→ 8:30
9:20→11:50
12:35→15:05
16:00→18:30
19:30→22:00

《小木ー直江津航路》

高速カーフェリー

<1日開催>沼垂テラス商店街「冬市」
10：00〜14：00
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

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。

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

ジェットフォイル
3

両津発→新潟着 新潟発→両津着
7:20→ 8:27
7:55→ 9:02
9:30→10:37
9:40→10:47
11:15→12:22 11:30→12:37
13:15→14:22 13:40→14:47
16:25→17:32 ※16:25→17:32
◎16：45→17：52
7:20→ 8:27
7:55→ 9:02
9:30→10:37
9:40→10:47
11:15→12:22 11:30→12:37
13:15→14:22 12:55→14:02
14:30→15：37 14:50→15:57
16:25→17:32 16:05→17：12
17:40→18：47 18:00→19：07

27
3
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<14日開催>
<14日開催>さわた図書館から送る、ちっちゃな講演会⑩
<21日開催>
さわた
親子で絵本（乳幼児向け）【しま歩きガイドブック作りのお話 〜８年２４集落の軌跡〜】 おはなしかい
図書館
10:30〜
講師：後藤一安さん 13：30〜15：00 申込不要
14：00〜

フ ル ート 教 室

3/20㈮、3/29㈰
講師：市橋靖子先生
参加費：2,100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

/1〜

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

<7日・8日開催>雪割草展 9:00〜17：00
(最終日16：00まで) コマツ佐渡(ひらせいホームセン
ター様向い) ℡090-4546-7065(池田)

先勝

<4日開催>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
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<6日開催>第6回産業振興セミ
ナーテーマ：インターンシップにつ
いて講師：古俣 清勝氏
(元新潟大学特任専門職員)13：30〜15：30金
井コミュニティセンター 要申込(2日まで)○
申
佐渡市地域振興課商工振興係 ℡63-4152

仏滅
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赤口

<12日・26日開催>
予約制年金相談
12日 12：00〜14：30
あいぽーと佐渡
26日 12：30〜14：30
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

先負

〈14日〜22日開催〉歩いてみよう！
人形文化薫る扇形の小木の町。
小木ひな人形祭り
終日 小木市街地周辺
小木町商工会 ℡86-2216
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大安

<10日開催> <21日開催>
新 穂
真 野
本格おりがみ体験
おはなし会
図書室
図書館 15：30〜
9：30〜11：30
★中央図書館 ℡63-2800 ★両津図書館 ℡27-4182 ★小木図書館 ℡86-3841

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

友引

※印は図書館
︵室︶
以外で開催

イベント

図書館

<22日開催>
<26日開催>
両 津
小 木
おはなし会
おはなしのじかん
図書館 10：30〜
図書館 16：00〜
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<12日・26日開催>
予約制年金相談 詳しくは26日欄参照

先勝
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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

<1日〜22日開催> 佐
渡両津 はるノ色巡り
<1日開催>
「四季を彩る草木染展」
「あいぽーと雛人形展」
第51回華扇流舞踊 佐渡民踊舞踊連盟発表会
8日：さかな捌き体験 〜捌いた魚でランチ付き〜 11：00〜13：00
9：50〜 両津文化会館 入場料1,000円
料金：1,500円(16名限定) 要申込(6日まで)
佐渡民踊舞踊連盟 ℡27-5239(小間)
21日：しんこ作り体験 〜郷土料理を学ぶ〜 13：00〜15：00
第9回佐渡学セミナー 13：30〜16：30金井 料金：1組500円(16名限定) 要申込(17日まで)
コミュニティセンター
申 あいぽーと佐渡 ℡67-7633
あいぽーと佐渡 ○
定員150人(先着順 申込不要)
「園児のおひな様作品展示」 両津夷商店街 両津観光旅館組合企画 「3.10 さどの日 大感
佐渡市社会教育課佐渡学センター
謝祭」 佐渡観光交流機構両津支部 ℡23-3300
℡52-2447

<17日開催>
中 央
はじめまして！おはなしかい
図書館 10：30〜 対象：０〜３歳

金
赤口
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Tel:51-1515 大小923-5
ご予約の方は
Tel:51-1515
メール seasidehouse@primosado.jp

おもちゃ病院さど 10:00〜12:00
こども将棋クラブ
金井コミュニティセンター
13：00〜15：00 佐州おーやり館
診断・治療(修理)無料
哲学café 19：00〜21：00
<19日〜22日開催>
参加無料(カンパ歓迎)
春分の日 春分
おもちゃ病院さど ℡090-1620-8684 (本間)
新穂地区公民館
〜全国から選抜された14校が佐渡を彫る〜
一般社団法人福島とむすぶ佐渡
令和元年度第4回世界発見、佐渡再発見講座
参加費300円(申込不要)
第20回全国高等学校版画(はんが甲子園)
へっついの家 ℡070-5468-3899(三村)
テーマ：SDGsがある世界を体感しましょ〜
哲学café ℡090-2738-5818(本間)
選手権大会
〈20日〜4月5日開催〉
島のネコ展
19:00〜21：00 ＰＲＩＭＯＳＡＤＯコミュニティホール
19日9：00〜開会式
法人会女性部会労務セミナー
参加費：500円(高校生以下無料) ＤＳＩ事務局 ℡52-2265
同日13：00〜21日18：00 作品制作
働き方改革関連法に伴う実務対応の留意点 12：00〜15：00 17：00〜22：00
Hostel Perch 入場無料 月曜定休
22日9：30〜表彰式・閉会式 相川体育館
第3土曜本町市 10：00〜14：00 河原田本町商店街
13：30〜15：00 アミューズメント佐渡
猫の避妊・去勢手術割引券配布
入場無料 見学大歓迎 期間中版画絵葉書プレゼント 受講無料(要申込) ○
小山電機商会 ℡52-3231
申 公益社団法人佐渡法人会
080-3659-4052
（近藤陽子）
大会事務局 ℡74-3111
℡63-4234
こども将棋クラブ 詳しくは24日欄参照
仏滅
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第11回こころの健康相談会
9：30〜11：30
佐渡地域振興局健康福祉環境部 要申込(6日まで)
申 佐渡保健所 ℡74-3407
○

5

SEASIDE HOUSE in しまふうみ

第6回産業振興セミナー
テーマ：インターンシップについて
詳しくは28日欄参照
啓蟄
<6日・13日・19日開催> 市国際交流員によ
る中国語講座(入門編) 詳しくは12日欄参照
＜1日〜31日開催＞
<6日〜8日開催>第23回佐渡写楽会写真展詳
第19回はんが甲子園展 9：00〜17：00 しくは13日欄参照
(最終日14：00まで) 佐渡版画村美術館
<6日・13日・20日・27日開催>哲学café詳
入館料：大人400円 小人200円
しくは17日欄参照
月曜休館(祝日の場合翌日)
<6日〜31日開催>桃の節句 吊し雛展
佐渡版画村美術館 ℡74-3931
詳しくは28日欄参照

仏滅
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先負

友引

dearPAWS 小さな勉強会
テーマ：動物の愛護及び管理に関す
る法律 佐渡のペット飼育又は
野良猫の現状 10:00〜11：00
モビリティワールド工房(Honda Cars佐渡佐和田店内)
参加無料 定員10名〜14名（予約不要）
アニマルレスキューdearPAWS
℡080-6579-3283（山本）
しめばり山の会『早春』 朝から日暮れまで
しめばり山荘（羽茂大崎） 会費500円 74-3746（柳平）
普通救命講習を受講しましょう。詳しくは16日欄参照

11

※㊟
新型コロナウイルス感染症に伴う
イベントの中止・延期の場合がござ
います。

先勝

24

先負

赤口

23

<1日〜4月12日開催>佐渡の高校写真部と
新穂写彩の会合同写真展 9:00〜16：30
新穂歴史民俗資料館 月曜休館
入館料：大人200円 小人100円
新穂の歴史と民俗を考える会 ℡22-3117
赤口

赤口
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<7日〜20日 21日〜29日開催>
「フィッシャーマンズソング
コーンウォールから愛をこめて」上映
7日〜20日：10：00〜 21日〜29日：14：00〜 〈21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
「私のちいさなお葬式」上映
参加無料(カンパ歓迎)
7日〜20日：14：00〜 21日〜29日：10：00〜
一般社団法人福島とむすぶ佐渡へっついの家
大人1,000円 高校生以下500円 未就学児無料
℡070-5468-3899(三村)
1ドリンク付き Caféガシマシネマ ℡67-7644

佐渡市長選挙公開討論会
13：30〜15：30 (受付13：00)
両津文化会館
入場無料(申込不要)
佐渡青年会議所
℡050-3609-8460（石川）
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<〜15日開催>佐渡博物館 新規収蔵資料展
8：30〜17：00 佐渡博物館
入場料：大人500円 小中学生200円
佐渡博物館 ℡52-2447

<29日開催>
普通救命講習を受講しましょう。
13：00〜16：00(Ⅰ講習)
〈14日・15日開催〉
彼岸入り
13：00〜17：00(Ⅱ講習)
雪割草展 佐渡大会
佐渡市両津消防署 定員10名（小学5年生以上対象） 9：00〜17：00 アミューズメント佐渡
受講無料(要申込28日まで)
おけさ雪割草の会 ℡52-4619（駒形）
申 佐渡市両津消防署救急・救助係
○
<6日・13日・20日・27日開催>哲学café
℡27-3555
19：00〜21：00 佐渡中央会館
<14日・15日開催> 第13回雪割草祭り
参加費300円(申込不要)
9：30〜16：00 小木家 86-3425（福井）
哲学café ℡090-2738-5818(本間)

大安

22

＜1日〜10日開催＞
第12回岩谷口ひなまつり
9：00〜16：00 岩谷口公民館
090-7812-3527(田中)

大安

仏滅

美食と芸能の祭典 オアシス2020春
郷土芸能祭・加茂湖牡蠣祭
9:00〜15：00
おんでこドーム 入場無料
オアシス2020春事務局 ℡63-5118
第19回青柳会発表会 11:00〜(開場10：
00)アミューズメント佐渡 入場料1,000円
52-2663(青柳)

16

10

大安

大正琴フェスティバル 佐渡大会
12：00〜(開場11：30) アミューズメント佐
渡 全日本大正琴振興会・ひまわりミュージッ
ク琴栄会 ℡025-272-7826y

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 10:00〜16:00 営業時間 10:30〜18:00
定休日 火・水曜日

木
大安

<1日〜31日開催>あなたのレコード、
きかせてください 詳しくは28日欄参照
＜〜16日開催(土・日・祝日を除く)＞
確定申告会場開設/令和2年度(令和元年分)
市・県民税申告受付 詳しくは金曜欄下参照

<8日〜22日開催>水津吊し雛まつり
9：30〜16：00(最終日午前中まで) メイン会場：水津ふどうさん会館 他3ヵ
所
茶房げんざ ℡29-2072

15

水
仏滅

9

3

C o ﬀ ee& Te a2 2

Tel:050-3565-6159 東大通 821-1
営業時間 10:00〜17:30
パン販売時間 11:00〜
定休日 水曜日

＜3日〜22日開催＞ 佐渡國相川
ひなまつり 10：00〜16：00
<4日・18日開催>フリースペース
相川地区 入場無料(一部施設有料) ひなまつり 「はばたき」詳しくは木曜欄下参照
佐渡観光交流機構相川観光案内所 ℡74-2220
オープンキャンパス詳しくは木曜欄下参照

仏滅

8

赤泊地区芸能発表会
13：00〜16：00 赤泊総合文化会
館 赤泊地区公民館 ℡87-3141
第35回佐渡朱鷺健康マラソン大会
10：00〜 トキのむら元気館前スタート・ゴー
ル 新穂地区公民館 ℡22-2075

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

火

<〜15日開催> 佐渡博物館
新規収蔵資料展 詳しくは10日欄照
<1日〜22日開催>
佐渡両津 はるノ色巡り
詳しくは31日欄参照
先負

新穂地区公民館 ℡22-2075創
作民話劇『宇賀神いるか』 15：00〜
赤泊総合文化会館
赤泊演劇研究会
℡87-2436(冨永)
第9回佐渡学セミナー詳しくは30日欄参照
第51回華扇流舞踊 佐渡民踊舞踊連盟発表会
詳しくは30日欄参照
＜1日〜10日開催＞第12回岩谷口ひなまつ
り詳しくは10日欄参照

2

キャッシュレス使い方講座15：
00〜16：00
金井コミュニティセンター 要申込申
○佐渡市地域振興課商工振興係
℡63-4152

先負

1

月
友引

新穂地区芸能祭 12：00〜16：00トキ
のむら元気館 入場無料

3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

オ カリナ 教 室

28
31

※印 3/1 運航
◎印 3/2〜27 運航

※印 3/20 運航
※各イベントは、内容・日程等変更となる場合がございます。お出掛けの
際は、各お問い合わせ先へご確認されることをお勧めいたします。

