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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 」

May

日

月

火

Tel:51-1515 大小 105-4
ご予約の方は
Tel:51-1515
メール seasidehouse@primosado.jp
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「みんなの学校」上映会
10:00〜12：00(受付9：45)
金井小学校 保育あり
上映協力金500円(高校生以下・こと
ば・こころの教室親の会会員無料)
佐渡ことば・こころの教室親の会 ℡63-4156
平成31年度第1回世界発見、佐渡再発見講座
テーマ：バングラデシュは世界最貧国を卒業！？
詳しくは17日の欄参照
<11日・12日開催> 長谷寺ぼたんまつり
詳しくは17日の欄参照

18

おはなし会
14：00〜 さわた図書館
さわた図書館 ℡57-2711
こども将棋クラブ 詳細は21日の欄参照
すわ参道オープンマーケット
詳細は21日の欄参照
おもちゃ病院さど 詳細は24日欄参照
「鬼太鼓の森」育樹イベント
詳細は24日欄参照
<18日・19日開催>第65回佐渡山草展
詳細は30日欄参照

25

赤口

絵手紙教室

5/16㈭ 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

5/18㈯ 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

苔 玉 教 室

パステル画 教 室

5/25㈯ 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

5/28㈫ 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

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、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。

５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
５/１㈬・
２㈭ 高等学校春季佐渡地区大会（卓球）
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
５/３㈮・
４㈯ 高等学校春季佐渡地区大会（バドミントン）
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
５/３㈮〜５㈰ ｓｐ
ｒ
ｉ
ｎｇ ｃａｍｐｉ
ｎ 両津大会（バスケット）
両津総合体育館
５/10㈮ 分団対抗バスケットボール大会 小木体育館
５/12㈰ 第２７回スプリングカップシングルステニス大会
真野公園テニスコート
５/17㈮ 小木ソフトバレーボール大会（前期）
小木Ｂ＆Ｇ海洋センター
５/18㈯ ソフトテニス会長杯（中学生） 佐渡スポーツハウス
５/19㈰ ２０１９スポニチ佐渡ロングライド２１０
河原田小学校グラウンド
５/19㈰ ソフトテニス会長杯（高校・一般） 佐渡スポーツハウス
５/19㈰ 第３９回佐渡オープンシングルス
（テニス）
真野公園テニスコート
５/19㈰ 第13回福宝杯親善ゲートボール大会 真野豊田多目的広場
５/19㈰ 卓球シングルス戦 サンテラ佐渡スーパーアリー
５/24㈮ さわやか杯ソフトバレーボール大会 小木Ｂ＆Ｇ海洋センター
５/26㈰ 第５６回「県民スポーツの日」両津地区野球大会
両津野球場・運動広場
５/26㈰ 第３６回佐渡市ゲートボール選手権大会
真野豊田多目的広場

佐渡汽船時刻表〈5月1日〜31日〉
両津ー新潟航路
カーフェリー
両津発→新潟着 新潟発→両津着
※2:50→ 5:20
6:00→ 8:30
9:20→11:50
12:35→15:05
16:00→18:30
19:30→22:00

5 ◎5:30→ 8:00
※6:10→ 8:40
1 09:15→11:45
12:40→15:10
6 16:05→18:35
19:30→22:00

5:30→ 8:00 6:00→ 8:30
9:15→11:45 9:20→11:50
12:40→15:10 12:35→15:05
31 16:05→18:35 16:00→18:30
19:30→22:00 19:30→22:00
7

日〜 日

紡ぐ珈琲と。/ Tsumugu Coﬀee and.
〈5月5日開催〉朝市 こどもの日スペシャル 4月、沼垂テラス商店街にOPENいたしました。
8：00〜12:00 沼垂テラス商店街 どうぞよろしくお願いいたします。 8：00〜17：00
・沼垂テラス・エフ(サテライト店)
新潟市中央区沼垂東３丁目５−２２ 水曜定休
㈱テラスオフィス
紡ぐ珈琲と。/ Tsumugu Coﬀee and.
℡025-384-4010
℡025-311-0511

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

月 日〜 日

31

赤口

第1回こころの健康相談会
前浜シネマ
9：30〜11：30
イングリッド・バーグマン主演
金井コミュニティセンター
『ガス燈』上映
要申込(20日まで)
13:00〜15:00頃（開場12:40）
申 佐渡保健所 ℡74-3407
○
前浜小中学校 入場無料(申込不要)
<18日開催> おもちゃ病院さど 10:00〜12:00
前浜小 映画ボラ 櫻井 ℡29-2313
金井コミュニティセンター 診断・治療(修理)無料
<25日・26日開催>
おもちゃ病院さど ℡090-1620-8684 (本間)
第22回趣味の山野草とミニ盆栽展
「鬼太鼓の森」育樹イベント 8:30〜15:00
詳細は30日欄参照
鬼太鼓の森 定員25名(小学生以下保護者同伴)
<25日〜26日開催>
要申込(10日まで) 小雨決行
新潟伊勢丹＆Hｏｎｄａ 夏の合同フェア
申「鬼太鼓の森づくり」協議会事務局 ℡63-3761
○
詳細は日・月曜日欄上参照
<31日〜6月18日開催>
ペーパークラフト展
詳細は 22 日欄参照

スケッチクラス

天領佐渡両津薪能
19:30〜
椎崎諏訪神社能舞台
みどりの日
運営協力金1,000円
天領佐渡両津薪能実行委員会
℡23-3300
音楽つきおはなし会
10：30〜 真野図書館
真野図書館 ℡55-2223
<4日・5日・11日・25日>
こども将棋クラブ
詳しくは10日の欄参照

大安

24

5/12㈰
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

仏滅

<11日・12日開催> 長谷寺ぼたんまつり
10:00〜 畑野 長谷寺
長谷寺ぼたんまつり実行委員会 ℡66-2052
大安

<25日・26日開催>
第22回趣味の山野草とミニ盆栽展
9:00〜17:00(最終日16:00まで)
泉公民館(黒木御所向い) 入場無料
佐渡山野草愛好会 ℡63-3312(北條)

大安

<1日〜28日開催>①小川温子 原画展
=暖かさと浮遊感に包まれて=
<1日〜31日開催>②あなたのレコード、
きかせてください ①②共10：00〜21：00
茶房げんざ 水・木曜定休
茶房げんざ ℡29-2072

30

<18日・19日開催>
第65回佐渡山草展
9：00〜15：00(最終
日16：00まで) トキのむら元気館
苔玉つくり講習会：19日13：00〜
佐渡山草会事務局 ℡63-2934(木村)

17

<11日開催>
平成31年度第1回世界発見、
佐渡再発見講座
テーマ：バングラデシュは世界最貧国を卒業！？
講師:荒井 眞理氏 19:00〜21：00
ＰＲＩＭＯＳＡＤＯコミュニティホール
参加費：500円(高校生以下無料)
：ＤＳＩ事務局 ℡52-2265

仏滅

<〜12日開催>
読書週間行事 「なみだがでた、
なけちゃった」
「号泣した」本の紹介
9：00〜17：00 小木図書館
対象：子どもから大人まで
小木図書館 ℡86-3841

<13日開催>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

先負

仏滅

23

先勝

先負

16

10

<〜14日開催>
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
対象：子ども〜大人
新穂図書室 ℡22-2075

4

オ カリナ 教 室

5/11㈯・12㈰
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

友引

3

土

<4日・5日・11日・25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)

おはなし会
16:00〜 小木図書館
小木図書館 ℡86-3841

<31日〜6月18日開催>
ペーパークラフト展
10：00〜21：00 茶房げんざ
水・木曜定休
茶房げんざ ℡29-2072

29

友引

28

第104回「種火の会」
虹と雫とバンクシア
〜４歳児の揺れ動く心を中心に〜
講師:水川 秀樹さん
(佐渡保育専門学校専任講師)
19:00〜21:00 佐渡総合病院
会費300円 090-4091-9507（光村）
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

22

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
<〜12日>
読書週間行事
わくわくシールブック シール倍増週間
佐渡市図書館全館
中央図書館
℡63-2800

赤口

友引

27

奉納舞 11:00〜
大膳神社能舞台
観覧無料
神原ゆかり(名古屋在住)
イトカズナナエ(埼玉県在住)
和泉舞(佐渡在住)
詳細facebook・大膳神社「奉納舞」検索
090-4466-8854
（神原）
佐渡國鬼太鼓どっとこむ 9：00〜16：00
おんでこドーム 入場無料 雨天決行
佐渡國鬼太鼓どっとこむ実行委員会
℡27-5128

<18日開催>
こども将棋クラブ
10:00〜12：00
小満
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)
すわ参道オープンマーケット
10：00〜16：00 河原田本町商
店街内 雨天時：同商店街アーケード
佐和田商工会 ℡52-3148

9

予約制年金相談 12：40〜15：00
あいぽーと佐渡 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

<15日開催>
新社会人交流会
13:30〜17:00(受付13：00)
サンテラ佐渡スーパーアリーナ
参加無料(要申込) 対象:4月以降
に市内の事業所に新たに雇用され
た若者(概ね39歳以下)
申 佐渡市雇用促進協議会
○
(畑野商工会内) ℡66-2458

仏滅

先勝

26

普通救命講習を
受講しましょう。
① 13:00〜16:00
②13:00〜17:00
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(要申込25日まで)
申 相川消防署救急・救助係 ℡74-0119
○
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)

21

15

法人会女性部会主催
税務研修会
税法の基礎知識
源泉所得税 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
○
新社会人交流会
詳細は16日の欄参照

先負

全佐渡将棋大会「5月月例チャンピオン戦」
10:00〜 佐渡中央会館
会費:一般1000円 会員/学生500円（昼食別）
090-4091-9507（光村）

畑野読書会<ブック・マイ・ブーム>
14：00〜15：30 畑野図書室
畑野図書室 ℡66-3889

2

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

<9日・29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)
申 佐渡税務署法人課税部門
○
℡74-3276 (音声ガイダンス『2』)

<15日〜19日開催> 人生いろいろ 川柳いろいろ
若林柳一川柳墨書展 9:00〜19:00
アミューズメント佐渡 入場無料
55-3646(若林)

先負

2019スポニチ佐渡
ロングライド210
5:30〜18:00
河原田小学校グラウンド
前スタート・ゴール
佐渡市スポーツ
協会
℡67-7510

14

定例おはなし会
15：30〜 真野図書館
真野図書館
℡55-2223
<1日〜31日開催>「万引き家族」上映
土日祝 ①10：00 ②13：30 ③16：30
※25日臨時休業
水木金 ①10：00 ②13：30
※月・火定休 6日休業
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
Caféガシマシネマ ℡67-7644

友引

先勝

赤口

20

<〜5日開催> 鼓童 佐渡宿根木公演
11:00〜 14:30〜
（1日2回公演）
3日午後公演のみ 5日午前公演のみ 1日休演
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）
友引

<〜12日開催>
よむよむビンゴ 9：00〜18：00
真野図書館
真野図書館 ℡55-2223

8

先勝

<〜26日開催>「新穂銀山と清水寺二十八部衆像」展
8:30〜17:00(入館16:30まで)
新穂歴史民俗資料館
入館料:大人200円(団体160円)
小中学生100円(団体80円)
7日・13日・20日休館 展示説明会18日14:00〜
新穂歴史民俗資料館 ℡22-3117

7

先勝

<1日〜31日開催>
本間尚子版画展 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 ( 祝日の場合翌日休館 )
6 日㈪・7 日㈫は開館
佐渡版画村美術館 ℡74-3931

母の日

19

13

赤口

大安

第2月曜日 大人半額デー
29日の欄参照

1

木

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

読書週間行事「なみだがで
<〜12日開催>
第44回佐渡高校吹奏楽部定期演奏会
<2日〜4日開催>
た、なけちゃった」
「号泣した」本の紹介
14:00〜16:00(開場13:30)
色々な大きさの「かぶと」を
23日の欄参照
アミューズメント佐渡 入場無料
おってみよう！！
<〜12日>
読書週間行事 わくわくシ 天皇即位の日
佐渡高校 本間・黒崎
国民の休日
憲法記念日
9：00〜17：00 赤泊図書室
ールブック シール倍増週間 22日欄参照
八十八夜
℡57-2155
赤泊図書室 ℡87-3141
<〜14日開催>
春の読書週間イベント「さどの図書館
マップ」10日の欄参照
<3日・4日>
<1日・12日・17日・24日開催>クルーズ船寄港
<〜19日開催>
読書週間イベント「物語で世界
読書週間行事「子供の日」
1日 入港8:00 出港17:00予定(にっぽん丸) 小木港着岸
をぐるっとひとまわり！！」 6日の欄参照
手作りでカッコかわいい
12日
入港8:00
出港17:00予定(ぱしふぃっくびいなす)
小木港着岸
<〜26日開催>「新穂銀山と清水寺二十八部衆像」展
こいのぼりガーランドを飾ろう！
17日 入港7:00 出港11:30予定(カレドニアンスカイ) 小木港着岸
12日の欄参照
24日 入港7：00 出港19：00予定(シルバーエクスプローラー) 小木港着岸 10：00〜 羽茂図書室
<1日・15日開催>フリースペース「はばたき」
羽茂図書室 ℡88-2230
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
6日の欄参照
赤口

<1日・15日開催>
フリースペース「はばたき」
14：00〜16：00 真野体育館 振替休日
立夏
参加無料（要申込）
申 こころの森親子ネット
○
℡080-6556-2275（角坂）
<〜19日開催>
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

こどもの日
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<〜5日開催> 鼓童 佐渡宿根木公演
7日・8日の欄参照
<〜12日開催>
よむよむビンゴ
13日の欄参照

大安

6

仏滅

5

26日㈰ 10：00〜16：00

湊祭り
端午
終日 両津湊地区内
鬼太鼓・おみこし 4日:前夜祭
佐渡観光交流機構 ℡27-5000
哲学さんぽ
6:00〜8:00 佐和田ダム
参加費300円(申込不要)
哲学café
℡090-2738-5818(本間)

水

「しまふうみ」 「しまふうみ」

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）

大安

25日㈯ 10：00〜19：00

「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）

<1日〜28日開催>小川温子 原画展
=暖かさと浮遊感に包まれて=
29日の欄参照
<1日〜31日開催>あなたのレコード、
きかせてください 29日の欄参照
<1日〜31日開催>本間尚子版画展
13日の欄参照
<1日〜31日開催>「万引き家族」上映
14日の欄参照

夏のファミリーバザール

古本リサイクル
10：00〜14：00 あいかわ開発総
合センター 10：30〜上映会
13：00〜懐かしい相川の映像
相川図書室 ℡74-2332

「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

フ ル ート 教 室

※5/1、3 運航 ◎5/1、3 運休

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
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
※7：00→ 8：40 ※4：40→ 6：20
11:50→13:30
9:30→11:10
◎16:30→18:10 14:10→15:50
△20:00→21:40
※5/3、4 運航 ◎5/19 運休 △5/19 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。

