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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 」

June

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

民話と紙芝居を楽しむ会
12：30〜13：30
新穂潟上温泉 参加無料
新穂潟上温泉 ℡22-4126
<8日〜9日開催>第18回正覺寺 寄席
詳しくは、23日欄参照

<9日〜10日開催>第24回藤雅書展
9日13：00〜17：00
10日 9：00〜16：00
畑野農村環境改善センター 入場無料
63-2609（熊木）

鷲流狂言と文弥の夕べ
18:30〜
（開場18：00）
堀記念能楽堂（金井能楽堂）
運営協力費1,000円 要申込
申 佐渡の能を識る会 ℡63-3181
○

百人一首かるた講座
13：30〜16：30 金井コミュニティセンター
料金：300円（初参加の方150円）
佐渡百人一首かるた協会
℡090-4745-8211（赤塚）
090-1044-8228（末武）

<13日〜17日開催>第73回
新潟県美術展覧会 佐渡展
9：00〜17：00 両津総合体育館
入場料：500円（前売券400円）
大学生以下無料
前売券はお近くの新潟日報販売店へ
県展事務局（新潟日報社内）
℡025-385-7470（平日9：30〜17：30）

<9日〜10日開催>小原流佐渡支部
創立45周年 青年部設立25周年記念 花展
「朱鷺色のロマン PartⅡ」
10：00〜18：00（最終日17：00まで）
あいぽーと佐渡 入場無料
88-2336（武井三枝）
<30日〜7月1日開催>
佐渡市一斉清掃
佐渡市役所市民福祉部
環境対策課クリーン推進係 ℡63-3113
<30日〜7月1日開催>
相川から小木へ御金荷の道
30日：相川〜真野 集合9：00 佐渡奉行所前
7月1日：真野〜小木 集合7:30
真野商工会前 参加無料
小雨決行 要申込（25日まで）
申 佐渡を世界遺産にする会 ℡52-0013
○

23

<15日開催>
草苅神社薪能・鷺流狂言
18：00〜 羽茂本郷
草苅神社能舞台 入場無料
佐渡観光交流機構 ℡27-5000

<8日〜9日開催>第18回正覺寺 寄席
8日16：00〜
（開場15：30）
9日13：00〜
（開場12：30）
正覺寺本堂
木戸銭1,200円（前売券1,000円）
正覺寺 ℡27-3835

30

茅の輪まつり
18：00〜
（出店）
木崎神社・琴平神社
小木町商工会 ℡86-2216
子どもと親は同じ年
〜子どもの自立にむけてできること、
やってはいけないこと〜
講師：横澤富士子 氏
（お笑い芸人横澤夏子さんのお母様）
10：00〜11：30 金井小学校 入場無料
「保護者と教職員の会」実行委員会
℡57-2337

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、携帯電話販売Primo Mobile、雑貨店モビリティワールド、Bread&Coﬀee しまふうみ、SEASIDE HOUSE in しまふうみ、Coﬀee&Tea22を展開しています。

絵手紙教室

ス ケッチ ク ラ ス

6/16㈯ 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

6/21㈭ 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

苔玉教室

オカリナ・フルート教室

6/23㈯ 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

6/24㈰
講師：市橋靖子先生
参加費：㋔2,000円・㋫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

パステル画教室

フルート教室

6/26㈫ 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

6/30㈯
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

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

MOBILITY WORLD
15th ANNIVERSARY SALE

6/14(thu)~19(tue)

佐渡汽船時刻表
〈6月1日〜6月30日〉

先負

先勝

29

友引

28

22

<15日〜7月3日開催>
ふるさとの心を写す
10：00〜18：00
茶房げんざ 水・木曜日定休
茶房げんざ ℡29-2072

16

おはなし会
10：30〜11：00
両津地区公民館
両津図書館 ℡27-4182
おはなしかい 10：30〜 さわた図書館
さわた図書館 ℡57-2711
新穂子ども読書会 9：30〜11：00
新穂図書室 対象：小学生以上
新穂図書室 ℡22-2075
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）

友引

夏至

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
先勝

21

15

草苅神社薪能・鷺流狂言
詳しくは、23日欄参照
羽茂まつり
詳しくは、25日欄参照
<15日〜7月3日開催>ふるさとの心を写す
詳しくは、22日欄参照
＜15日〜16日開催＞両津えびす祭
詳しくは、27日欄参照

9

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
新潟県薬物依存症者を抱える家族の会
佐渡移動家族会 詳しくは、20日欄参照
<9日〜10日開催>小原流佐渡支部 創立45周年
青年部設立25周年記念 花展 「朱鷺色のロマン PartⅡ」
詳しくは、22日欄参照
<9日〜10日開催>第24回藤雅書展
詳しくは、
7日欄参照
<9日〜10日開催>第41回佐渡カンゾウ祭り
詳しくは、
6日欄参照

先勝

14

第2回こころの健康相談会
14：00〜16：00
佐渡地域振興局健康福祉環境部
要申込（8日まで）
申 佐渡保健所 ℡74-3407
○

赤口

27

赤口

仏滅

先負

26

<9日開催>
新潟県薬物依存症者を
抱える家族の会 佐渡移動家族会
講演：
「薬物依存症からの回復のために
家族が出来ること、できないこと」
講師：近藤あゆみ 氏（国立精神・神経医療
研究センター） 13：30〜15：00
家族ミーティング
（家族のみ）
15：00〜16：30 アミューズメント佐渡
会費：一家族1,000円
090-8723-3715（小西）

8

<16日開催>
正法寺ろうそく能
18：30〜
（開場18：00）
泉 正法寺本堂
一般奉賛金2,500円（入場定員あり）
佐渡の能を識る会 ℡63-3181

平成30年度予約制年金相談
おはなしのじかん
13：30〜17：00
16:00〜 小木図書館
佐渡中央会館
小木図書館 ℡86-3841
テレビ電話 9：00〜16：00
はじめまして！おはなしかい
（土・日・祝日・年末年始除く）
<2日開催>ぷち本町市
10：30〜 中央図書館 対象：0〜3才 佐和田行政サービスセンター 相談無料（要申込） 10：00〜14：00 河原田本町会館
中央図書館 ℡63-2800
申 日本年金機構新潟西年金事務所
○
森のコーヒー屋 ℡57-1060
第93回「種火の会」ミュージック・ケアへの招待 お客様相談室
水津夕暮れコンサート
℡025-225-3008（音声案内「①→②」） 16：00〜17：00 水津 ふどうさん公園
講師:福田智恵子さん
（日本ミュージック・ケア協会認定指導者
＜15日〜16日開催＞両津えびす祭 （雨天時：ふどうさん会館）
日本音楽療法学会会員）
敷物・椅子等各自持参
15日18：30〜 16日10：00〜 両津夷一円
19：00〜21：00 佐渡総合病院
茶房げんざ ℡29-2072
両津まつり実行委員会 ℡27-5128
会費：300円
090-4091-9507（光村）
大安

25

20

大安

19

7

<1日〜7月31日開催>世界遺産版画展
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）
佐渡版画村美術館 ℡74-3931

2

ぷち本町市
水津夕暮れコンサート
詳しくは、28日欄参照
天領佐渡両津薪能
新穂図書室16ミリフィルム上映会
詳しくは、木曜日欄上参照
Code11.14 ふるさと佐渡に寄せる歌Vol.3
本間由喜江ソプラノリサイタル
詳しくは、19日欄参照
<2日〜4日開催>押し花アート展
<2日〜3日開催>京町音頭流し「宵乃舞」
詳しくは、
5日欄参照

大安

春日神社薪能公演
19：30〜（開場19：00） 春日神社能舞台
運営協力金：大人2,000円（当日2,200円）
中高生1,000円（当日1,100円）
春日神社能舞台保存会
正法寺ろうそく能
℡090-5423-3035（岩倉）
詳しくは、7日欄参照

畑野読書会
<10日・17日開催>
14：00〜15：00 畑野図書室
トキの里探検隊
畑野図書室 ℡66-3889
〜体験ガイドと一緒に
<2日開催>Code11.14
トキの住む自然を探検しよう〜
ふるさと佐渡に寄せる歌Vol.3
10：00〜11：30 トキの森公園売店横集合
本間由喜江ソプラノリサイタル
未就学児
（5歳以上対象）
無料
小中学生５００円 大人1,000円（要申込） 14：00〜（開場13：30） アミューズメント佐渡
前売：一般1,000円 小学生以下500円
※参加者プレゼント：
トキ資料展示館・
当日：2,000円（一律）
トキふれあいプラザ招待券
申トキの里探検隊事務局
小学生未満は親子室のみ観賞可。
○
℡22-2658（平日8：30〜17：30） （事前予約・先着順） 74-3781（本間）

普通救命講習を受講しましょう。
<15日開催>
① 13：00〜16：00
羽茂まつり
②13：00〜17：00
10：00〜
佐渡市役所相川支所・相川消防署
羽茂本郷 羽茂商店街
定員10名（小学5年生以上対象）受講無料
羽茂まつり祭典委員会
要申込（23日まで）
申 相川消防署救急・救助係 ℡74-0119 （羽茂商工会内） ℡88-2160
○
佐渡市身体障がい者運動会
<25日〜7月13日開催>
9：30〜15：00 南佐渡中学校体育館
アクティブ・レンジャー写真展
参加資格：身体障害者手帳所持者
佐渡汽船両津港ターミナル２階待合室
要申込（14日まで）
入場無料
申 佐渡市役所市民福祉部社会福祉課
○
環境省佐渡自然保護官事務所 ℡22-3372
障がい福祉係 ℡63-5113

13

<1日〜12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・木曜日定休
茶房げんざ ℡29-2072

赤口

12

<2日開催>天領佐渡両津薪能
19：30〜 椎崎諏訪神社能舞台
運営協力金1,000円
天領佐渡両津薪能実行委員会 ℡23-3300
新穂図書室16ミリフィルム上映会
新穂トキめきシネマ スペシャルシネマデー
昼の部 14：00〜15：00
『からすのパンやさん』
『星の子』
対象：小学生以上（未就学児はご遠慮ください）
夜の部 18：00〜19：00 『高瀬舟』
対象：中学生〜大人 新穂地区公民館
新穂図書室 ℡22-2075

1

土

仏滅

牛尾神社例祭（天王祭）
9：30〜 牛尾神社
牛尾神社社務所
℡22-2237
（佐山）
消費税の軽減税率制度説明会 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
○
<13日〜17日開催>
第73回新潟県美術展覧会 佐渡展
詳しくは、21日欄参照

金

大安

おはなし会
15：30〜 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223
牛尾神社例祭宵宮奉納薪能
19：00〜 牛尾神社
牛尾神社社務所 ℡22-2237（佐山）

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

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

木

先負

<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）
こころの森親子ネット
℡080-6556-2275（角坂）
先負

<2日〜4日開催>押し花アート展
9：00〜17：00（最終日16：00まで）
畑野農村環境改善センター
押し花体験コーナーあり 入場無料
66-3819
（渡部）

仏滅

18

6

<9日〜10日開催>
第41回佐渡カンゾウ祭り
9日：20：00〜21：00
芒種
10日：10：00〜15：00
大野亀
佐渡カンゾウまつり実行委員会 ℡26-2410

友引

「ミッドナイト・バス」上映
<土日開催> 10：00〜 14：00〜
<平日開催> 10：00〜 月・火曜日定休
Café ガシマシネマ
料金：大人1,000円 高校生以下500円
（1drink付き）
Café ガシマシネマ ℡67-7644

5

<2日〜3日開催>
京町音頭流し「宵乃舞」
19：00〜21：30
相川大工町〜京町通り〜佐渡奉行所
宵乃舞実行委員会 ℡74-3515

6/10 第35回クラブ対抗戦
真野公園テニスコート
佐渡市陸上競技場〜南線コース
6/10 第40回佐渡ロードレース大会
6/10 ソフトバレーボール大会(前期)
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
6/16･17 新潟県ミニバスケットボール選抜優勝大会佐渡地区大会
両津中・畑野小体育館
6/17 第１2回佐渡市総合スポーツ大会 卓球ペア戦 サンテラ佐渡スーパーアリーナ
6/17 第21回佐渡市ねんりんピックゲートボール大会 金井温泉体育館
6/24 第12回佐渡市総合スポーツ大会 兼 第21回佐渡市シニア野球大会
畑野球場・佐和田球場
6/24 佐渡市総合スポーツ大会ソフトバレーボール 両津総合体育館

友引

24

入梅

先負

友引

17

佐渡小木たらい舟・さざえ祭り
9：30〜15：00
父の日
小木みなと公園
佐渡小木たらい舟・
さざえ祭り実行委員会 ℡86-3200
みんなでつなげる支援の輪
講師：田村京子 氏（子ども若者相談センター保健師）
13：30〜16：00 真野体育館
参加費300円
こころの森親子ネット
℡090-7229-9780（臼木）

11

上方素人落語会 9：30〜11：30
三國医院
（両津湊１丁目の新潟交通前）
入場無料
27-2489（三國医院）

佐渡市スポーツ協会スポーツ推進係 ℡27-7080

6/2 佐和田バレーボール大会(前期）
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
6/2･3 第35回全佐渡学童野球大会
畑野球場・金井球場
6/3 佐渡市スポーツ協会設立記念グラウンドゴルフ大会
佐渡市陸上競技場
6/3 第54回「県民スポーツの日」両津バレーボール大会 両津総合体育館
6/3 第34回ドンデン高原駅伝競走大会
両津総体〜ドンデン
6/3 全日本バレーボール小学生佐渡地区大会
赤泊中体育館
6/3 第1回テニスチーム交流大会in佐渡
真野公園テニスコート
6/5･6 佐渡市中体連球技大会
市内各会場
6/9･10 平成30年度第64回春季佐渡一般選手権大会 兼 第12回佐渡市総合スポーツ大会
両津総合体育館・両津中

先勝

おりがみ体験 9：30〜11：30
真野図書館
真野図書館 ℡55-2223
山法師お花見とタケノ子会
朝から日暮れまで しめばり山荘
参加無料
74-3746（柳平）
<10日・17日開催>トキの里探検隊
〜体験ガイドと一緒にトキの住む自然を探検しよう〜
詳しくは、18日欄参照

<3日・25日開催>クルーズ船寄港
入港7：30 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
先勝

10

赤口

新潟県知事選挙
7：00〜 各投票所
佐渡市選挙管理委員会
℡63-3111

4

赤口

大安

3

日舞・詩舞・創作舞踊・
佐渡芸能の集い
花の宴 朱鷺の舞
12：00〜 両津文化会館
入場無料
朱鷺さなえ会 ℡23-5965

水

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

SEASIDE HOUSE in しまふうみ

仏滅

<7月1日開催>Total beauty festival vol.2
10：00〜15：00 PRIMOSADOコミュニティホール
Face bookページ「Total Beauty festival」で検索！
070-2209-0651
（大間）

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）

「しまふうみ」 「しまふうみ」

先負

<7月1日開催>歌声が、あいぽーと佐渡 にやってくる!!
13：00〜15：30
（開場12：30）
あいぽーと佐渡 参加券３００円 要チケット
申 佐渡うたごえツアー2018
○
℡090-9205-9862（藤井）

「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）

火
６月スポーツイベント

金泉かあちゃん市
9：00〜11：30
姫津漁港
「浜のかあちゃん直売所」前の広場
姫津名物！イカ汁先着100名にサービス
姫津漁協 ℡75-2104
大膳神社薪能・鷲流狂言 19:00〜
大膳神社能舞台 入場無料
佐渡観光交流機構中央支部
℡27-5000
赤玉杉池まつり 10：00〜 赤玉杉池
赤玉区長（山本） ℡28-2010

「MOBILITY WORLD」

両津ー新潟航路
カーフェリー

赤泊ー寺泊航路
高速船

両津発→新潟着 新潟発→両津着

赤泊発→寺泊着 寺泊発→赤泊着
6月1日、6日〜8日、12日〜15日、
20日〜22日、26日〜29日

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

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
17:25→18:30

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

小木ー直江津航路
高速カーフェリー
小木発→直江津着 直江津発→小木着
11:50→13:30 9:30→11:10
16:30→18:10 14:10→15:50

運休
6月2日〜4日、9日、10日、
16日〜18日、23日、24日、30日
6:35→ 7:40 9:20→10:25
16:00→17:05 17:40→18:45
6月5日、
11日、19日、25日
6:35→ 7:40 9:20→10:25

※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。

