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12月の各種相談日
行事名 場所 内容 お問い合わせ

土地家屋調査士無料相談 各土地家屋調査士事
務所

土地の測量、分筆、地積更生、地目変更、建物の新築、増築、
取り壊しなど、土地・建物の表題登記や境界に関するご相談。

土地家屋調査士会佐渡支部
☎55-3117

司法書士無料法律相談 各司法書士事務所 一般的な法律知識の提供や、問題解決のための法的なアドバイ
スなどのご相談。 司法書士会佐渡支部　☎66-2578

無料相談日：12月19日㈪～23日㈮ 13時～17時　※事前に各司法書士事務所への予約が必要です。
※上記以外にも、12月7日㈬に金井コミュニティセンターで土地家屋調査士無料相談を実施します。詳しくは12ページをご覧ください。

行事名 日 時 場所 お申し込み お問い合わせ
新潟県弁護士会
リーガルサービスセンター佐渡相談所

9㈮
10:00～12:30

あいぽーと佐渡
前日までに要予約 新潟県弁護士会

☎025-222-553323㈮ 佐渡中央会館

特設人権相談 2㈮ ９:00～12:00 新穂地区公民館 人権擁護委員が相談に応じます。
予約は不要です。

新潟地方法務局佐渡支局
☎74-3787

○12月の健康相談日
受付時間：9:00～11:30、13:00～14:30（いずれの会場も時間は同じです。）
地区 日 場所 お問い合わせ

両 津 21㈬ 両津支所 両津支所福祉保健係
☎27-2114

相 川 7㈬ 相川支所 相川支所福祉保健係
☎74-0339

佐和田 19㈪ 佐和田保健センター

市民生活部
健康医療対策課
保健係
☎63-3115

金 井 19㈪ 金井コミュニティセンター

新 穂 23㈮
トキのむら元気館
15:00～16:00
新穂潟上温泉

畑 野 14㈬ 畑野母子健康センター
真 野 21㈬ 真野ふるさと会館
小 木 14㈬ 小木行政サービスセンター

羽茂支所福祉保健係
☎88-3111羽 茂 20㈫

羽茂支所
15:30～16:30
羽茂温泉クアテルメ佐渡

赤 泊 22㈭ 赤泊行政サービスセンター
※事前にお申し込みをお願いします。

○12月の行政相談日
地区 日 時 場所

両 津 23㈮ 13:00～16:00 両津福祉センターしゃくなげ

相 川 22㈭ 9:00～12:00 あいかわ開発総合センター

佐和田 20㈫ 9:30～12:00 佐渡中央会館

金 井 21㈬ 13:00～15:00 金井コミュニティセンター

新 穂 5㈪ 9:00～12:00 新穂行政サービスセンター

畑 野 6㈫ 13:30～15:30 畑野行政サービスセンター

真 野 20㈫ 13:30～15:30 真野行政サービスセンター

小 木 5㈪ 9:00～12:00 小木行政サービスセンター

羽 茂 14㈬ 10:00～12:00 羽茂農村環境改善センター

赤 泊 21㈬ 13:30～15:30 赤泊福祉保健センターやすらぎ

※ 行政相談に関するお問い合わせは、総務課または各支所・行政サービスセンター、地
域センターの地域支援係までお願いします。

○12月の子育て支援センター行事
※子育て支援センター行事に関するお問い合わせは、各地区子育て支援センターまでお願いします。

地区 日 行事

りょうつ子育て支援センター（両津地区）
毎週月～金曜日
9:00～11:30、13:00～15:30
☎24-7077

7日㈬ 絵本よみきかせ

20日㈫ 誕生会

23日㈮ 絵本よみきかせ

27日㈫ 身長体重測定

28日㈬ 身長体重測定

あいかわ子育て支援センター（相川地区）
毎週月・水・金曜日　9:00～12:00、13:00～15:00
☎74-3234

14日㈬ 身長体重測定

28日㈬ 誕生会

随時 絵本よみきかせ

さわた子育て支援センター（佐和田地区）
毎週火～金曜日・日曜日　 
9:00～11:30、13:00～15:30　☎52-0011

8日㈭ 身長体重測定

21日㈬ 誕生会

随時 絵本よみきかせ

かない子育て支援センター（金井地区）
毎週月～金曜日　9:00～11:30、13:00～15:30 
（15:00～15:30 育児相談）
☎63-5505

9日㈮ 身長体重測定

14日㈬ 絵本よみきかせ

16日㈮ 誕生会

21日㈬ 絵本よみきかせ

小木子育て支援センター「どんぐりクラブ」（小木地区）
毎週月～金曜日　9:00～13:00（13:00～14:00育児相談）
☎86-1121

2日㈮ 身長体重測定

13日㈫ 誕生会

15日㈭ 絵本よみきかせ

○納期のお知らせ

●市税などの納期

11月分 
納期限　　11月30日㈬ 
再振替日　12月12日㈪

固定資産税（３期）

国民健康保険税（５期）

後期高齢者医療保険料（８期）

12月分 
納期限　12月26日㈪

国民健康保険税（６期）

後期高齢者医療保険料（９期）

介護保険料（５期）

●上下水道料金の口座振替日

11月分　再振替日　12月12日㈪ 
12月分　振替日　   12月26日㈪

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事が中止または延期になる場合があります。ご了承ください。



○12月の生涯学習・くらしのカレンダー
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※お問い合わせ先の記載のないものは、教育委員会各教育事務所へお願いします。

CNSテレビ12月の主な番組（市ケーブルテレビ・112ch）　　都合により、放送内容が変更になる場合があります。問指定管理者　㈱佐渡テレビジョン　☎61-1212

○テレビはつらつ健康教室（毎日放送）
5:45 ～　8:15 ～　15:15 ～　20:15 ～

○文化財3分ルッキング＋２（毎日放送）
6:30～ 12:00～ 19:00～

○赤ちゃんとの暮らし（毎日放送）11:30～ 21:00～
○花のある風景（毎日放送）7:30～ 16:15～  
○インボイス制度について（毎日放送）
11:45～ 16：45～

○不動産に関するルールが大きく変わります
　（毎日放送）12:45～

○特別番組（毎日放送）9:00～ 13:00～ 17:00～ 22:00～
     ※特別番組の内容は市ホームページをご覧ください。

○ぶら～り ジオパークだっちゃ！（毎日放送）
 6:35～ 12:05～ 19:05～

○佐渡金銀山プロモーション動画（毎日放送） 7:15～
○（再）ごみの分別と出し方（毎日放送）
　12:30～　20:30～

○Sado Island Gold Mines long ver.（毎日放送）
 11:15～ 20:45～

○プレイバックdeぶら～り ジオパークだっちゃ！
（毎日放送）21:30～

○市長定例記者会見
 開催日　15:30～ 18:00～ 20:30～
 開催日の翌日　5:00～ 7:30～ 11:00～

 ※市長定例記者会見の開催日は、CNSテレビの文字放送でお知らせ
します。また、手話通訳を交えた内容を後日放送します。

○知って安全ほっと安心「暮らしの情報館」 
  （毎日放送）警察署・消防署・病院からのお知らせをお送り
します。6:00～ 8:30～ 15:30～ 19:30～
○議会中継
 本会議開催日に、生中継および録画での再放送をします。

○市役所おススメ情報112ch（毎日放送）
 7:00～ 8:00～ 11:00～ 15:00～ 16:00～ 20:00～ 21:15～

市報さど発行日

【小木】分団対抗カロー
リング大会
19:00 ～ 21:00
小木Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

【両津】両津卓球大会 
9:00 ～ 17:00
両津総合体育館

【相川】介護予防教室 
10:00 ～ 11:30
あいかわ開発総合セ
ンター

【佐和田】マインドフル
ネス 10:30 ～ 11:30 
佐渡中央会館

【金井】キッズダンス教
室 18:30 ～ 20:00
金井コミュニティセンター

【両津】いきいき学級 
13:30 ～ 15:40
両津地区公民館

【赤泊】親子ニュース
ポーツ教室
18:30 ～ 19:30
赤泊総合文化会館

【羽茂】 親子運動遊び
教室 18:30 ～ 19:30
羽茂農村環境改善
センター

【佐和田】マインドフル
ネス 10:30 ～ 11:30
佐渡中央会館

【金井】わくわく運動レク
教室 14:00 ～ 15:15
金井小学校体育館

【佐和田】さわた陶芸教
室 9:00 ～ 16:00
さわた陶芸ワークルー
ム

【佐和田】さわた陶芸教
室 9:00 ～ 16:00
さわた陶芸ワークルー
ム

【佐和田】さわた陶芸教
室 9:00 ～ 16:00
さわた陶芸ワークルー
ム

【佐和田】絵手紙教室
13:30 ～ 15:30
佐渡中央会館

【新穂】公民館講座
「のろま人形講座」
19:00 ～ 21:00
新穂地区公民館

【畑野】ぴよっこクラブ
9:30 ～ 11:30
畑野農村環境改善セ
ンター

【両津】水曜夜ヨガ教室
19:00 ～ 20:00
両津地区公民館

【畑野】ふれあい学級　
10:00 ～ 11:00
畑野農村環境改善セ
ンター

【佐和田】ふれあい学級
10:00 ～ 14:00
佐渡中央会館

【金井】写真教室
19:00 ～ 21:00
金井コミュニティセン
ター

【両津】親子ふれあい教
室（わら細工） 
9:00～11:30
両津地区公民館

【畑野】親子ニュース
ポーツ教室
18:30 ～ 19:30
畑野農村環境改善セ
ンター

【赤泊】家庭教育学級
14:00 ～ 15:00
赤泊総合文化会館

【相川】親子ふ
れあい教室（料理教
室） 10:00 ～ 13:00 
あいかわ開発総合セ
ンター

【相川】介護予防教室 
10:00 ～ 11:30 あい
かわ開発総合センター

【畑野】切り絵教室
9:30 ～ 11:30 畑野農
村環境改善センター

【両津】水曜夜ヨガ教室
19:00～20:00両津地
区公民館

【金井】寿大学
14:00 ～ 15:30 金井
コミュニティセンター

【畑野】一言一会塾「創
作活動編」 9:30 ～
12:00 畑野農村環境
改善センター

・第10 回市民大学講
座 18:30 ～ 20:00
アミューズメント佐渡

【両津】子どもわくわく
体験教室
13:00 ～ 15:00
両津地区公民館

【真野】真野っ子体験セ
ミナー「料理教室」
13:30 ～ 15:00
真野ふるさと会館

【佐和田】登山教室
8:30 ～ 16:00
金北山

【金井】いきいき
健幸教室（介護

予防）10:00 ～ 11:30
能楽堂

【畑野】明るい家庭づく
り講演会 13:30 ～
15:30　畑野農村環
境改善センター

【赤泊】高齢者学級 
9:00 ～ 12:00
赤泊総合文化会館

【畑野】親子ニュースポーツ教室
18:30 ～ 19:30 畑野農村環境改善センター

・ジュニアオリンピック 13:30 ～ 16:00
佐渡総合体育館

【新穂】親善6人制バレーボール大会 9:00～14:00 新穂中学校体育館
【羽茂】バスケットボール大会 8:30～17:00 南佐渡中学校体育館

【両津】スロージョギング教室
1日㈭、5日㈪、8日㈭、12日㈪ 19:30～21:00
両津総合体育館
【両津】ソフトテニスインドア大会（高校・一般）
 3日㈯、10日㈯ 7:30～17:00 両津総合体育館
・おもちゃ病院さど 4日㈰ 10:00～12:00
佐和田児童クラブ遊戯室
・おもちゃ病院さど 17日㈯ 9:30～11:30
金井コミュニティセンター

【佐和田】毎週水曜日
ブラッシュアップエクササイズ
10:00～11:00 佐渡中央会館
【真野】12日㈪、13日㈫、19日㈪、20日㈫
真野放課後子ども教室「真野っ子ひろば」
15:00～16:30 真野小学校ランチルーム


