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9/20〜10/25号 スケジュール面

2018.09.10

GALLERY INFORMATION & EVENT SCHEDULE ギャラリーのご案 内 2 018年9/20（木）〜10/25（木）
までのイベント
・展示スケジュール
9/20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10/1 2

新潟駅界隈

NAME 画廊・ギャラリー名

INFORMATION 基本情報

ai gallery

11：00〜17：00（最終日16：00） 水休
中央区弁天 3‒1‒8 2F tel. 025‒244‒6926

ニカイギャラリー

11：00〜17：00
中央区沼垂東2‒10‒5 アトリエNOVI（彫金工房）2F tel. 090‒2849‒9610

BOOKS f3

13：00〜20：00 火・水休 ※臨時休あり
中央区沼垂東 2 ‒1 ‒17 tel. 025 ‒288 ‒5375

STACK-BOARD

10：00〜17：00（13：00〜14：00休） 月休
中央区明石1‒ 6 ‒23 tel. 025 ‒248 ‒7050

アートギャラリー万代島

10：00〜18：00（会期最終日17：00まで）
月休、10/2・16 休
中央区万代島 5‒1 朱鷺メッセ内万代島ビル2F tel. 025‒241‒1570

Kaede Gallery
＋full moon

11：00〜18：00（最終日17：00）
中央区東堀通 4 ‒ 453 tel. 025‒229‒6792

hickory03travelers

11：00〜18：30（最終日17：00） 月休（祝日の場合翌日）
中央区古町通 3‒556 2F tel. 025‒228‒5739
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①以外の日は「委託作品展示販売」
2

1

①9/19〜30…伊藤千乃 油彩画展 −佐渡を描く−

3

②10/3〜14…木村友香梨 日本画展

③10/17〜28…小磯稔うるし作品展 ̶傘寿を超えて̶

1

2

①9/15〜29…中村文治展
②10/5〜14…近藤達雄展
③10/19〜28…渡辺政光展
◎その他の予定：9/15〜10/27…中村文治展（屋外展示スペースKaede Gallery＿gardenにて）、9/15〜29…佐藤哲三「雪景」を観る（gallery827にて）、10/6〜27…布川勝三展（gallery827にて）

1

11：00〜18：30 水休

①9/15〜23…棚池春・板垣匠「二人展」

2

②10/1〜27…蔵織・龍神祭

3

③10/1〜31…フランス人作家の妖怪小作品展（会場：西堀ゆきわ／蔵織に隣接）

◎その他の予定：9/24…チェコの風ライブ、9/26…川崎祥子ピアノライブ、9/29…ナタリー石田ライブ
1

新 潟 島

医学町ビル 201号室
にいがた銀花

11：00〜18：00 日祝休
中央区医学町通 1‒70 池洋服店2Fギャラリー tel. 025‒222‒4395

新潟美術学園ギャラリー

11：00〜18：00（最終日15：00） 月休
中央区寄居町 340‒11 富士マンション2F tel. 025‒224‒7650

①9/18~23...第9回長月の会展 ー日本画ー

新潟三越 6 階

10：00〜19：00（最終日16：00） 火休
中央区西堀通 5‒866 tel. 025‒227‒1111（代）

①9/19〜24…千住 博 展

あらき ギャラリー

11：00〜19：00（最終日16：00） 火休
中央区西堀通 5‒ 854 紗衣ビル1F tel. 025‒228‒2090

①9/19〜28…近藤充展

ヒメミズキ

11：00〜18：00 火休、10/19休
新潟市中央区古町通2番町528

羊画廊

11：00〜18：00（日祝17：00、最終日16：00） 水休
中央区古町通 8‒1438 tel. 025‒224‒1397

新潟絵屋

11：00〜18：00（最終日17：00） 10/1・11・16休
中央区上大川前通 10‒1864 tel. 025‒222‒6888

①10/7〜9…布作家room展示「one day room」
（11：00〜18：00／詳細はインスタグラム＠roomyuki）

heya銀花（医学町通 1‒69 ジョイフルビル2F／11：00〜18：00／日祝休）
1

2

1

3

②10/6.7…美大受験クラス＆中学生クラス 作品展
3

2

1

4

3

4

③10/10〜19…小柳一男展

④10/20〜29…長谷川雄一 木版画展
1

①10/20〜28…花岡隆 個展

tel. 025‒201‒9252

広域地図

楓画廊

10：00〜16：00
北区葛塚 3210‒9 tel. 025‒229‒6792

てんゆう花

10：00〜16：00 会期中無休
北区木崎 2 tel. 025‒387‒4110

ビュー福島潟一階
ビューショップギャラリー

9：00〜16：30（最終日15：00） 月休（祝日の場合翌日）
新潟市北区前新田乙493 tel. 025‒387‒0284

小さな美術館 季（とき）

10：00〜17：00（最終日15：00）月休
江南区松山 112‒4 tel. 025 ‒276‒2423

エムスタジオ

11：00〜17：00（最終日15：00） 火水休
江南区袋津 1‒3‒4 tel. 025‒383‒1026／090‒2217‒6397

ギャラリー やまぼうし

9：30〜16：00 水休
秋葉区あおば通 1‒10-9 tel. 0250‒25‒1181

三方舎 書斎gallery

11：00〜18：00 不定休
秋葉区新津本町 3‒3‒12 tel. 0250‒25‒3939

GALLERY&CAFE VUCA

11：00〜18：00 日月休
秋葉区程島2050‒8 tel. 0250 ‒47‒7270

ぎゃらりー浜つばき

10：00〜17：00（最終日15：00） 火水木金休（祝日は営業）
西蒲区越前浜6864 tel. 0256‒77‒2013

SHIRONE PRESSO

10：00〜18：00 月火休
南区白根2748‒5 tel. 025‒367‒2023

maison de たびのそら屋

11：00〜17：00 10/11・24休
長岡市呉服町2‒1‒5 tel. 0258‒77‒2981

gallery tanne

11：00〜17：00 木休
柏崎市谷根3179 tel. 0257‒35‒7922

1

3

2

①9/21〜10/2…板垣 匠 展

②10/5〜14…10月のコレクション 展
2

1

③10/19〜30…山田修市 展
4

3

①9/17〜30…後藤裕子展 ②10/2〜10…吉冨ひろみ展 ー時の波打ちぎわで Xー ③10/12〜15…加藤啓 作品展 “人形ー漂流物” ④10/17〜30…甲斐啓二郎、前田和也写真展『いとなみと影法師』
◎その他の予定：10/14…10/14…加藤啓人形操りパフォーマンス（14：00／会場：信濃川左岸柳都大橋上手）、10/19…実践写真鑑賞講座（18：00／90分／3,000円／講師：石井仁志）
1

2

①9/27〜10/9…岩野尚子器展

②10/11〜23…「マイルーム便り」斉藤佳代子展

1

2

①9/9〜23…コレクション展VI

②10/14〜28…コレクション展VII

コレクション展は常時ウィンドウ外からご覧いただけます。営業時間内は照明を点灯。ギャラリー内での観覧はご予約にて可能です。 ▶info@kaede-g.com tel. 025‒229‒6792 (Kaede Gallery+full moon)
2

1

①9/22〜28…鈴木若弥陶人形展
◎その他の予定：10/14…一日組み木体験（５００円）、10/21…おもちゃ病院（10：00〜12：00）
1

1

①9/29〜10/7…月岡勝栄「風景画展」
1

②10/4〜13…吉川弘ローソク炎絵展 ー華炎雲水ー
③10/15〜26…渡部弘子織と布展 ー華やかに彩遊びー

常設展
1

①9/8〜10/1…加藤アヤ子 花のキルト展
◎その他の予定：10/13〜15…秋の浜メグリ

②10/6〜29…秋の日の夜の夢Ⅱ 猪爪彦一展

1

②10/3〜28…ブックスはせがわ＆バラエティショップ
3

1

①10/18〜11/7…おいしいごはんの器展2018 壺田亜矢・増田勉・矢尾板克則

9：30〜17：00／ 9/25・10/1・6・9・15・22
休／中央区上大川前通12‒2733／
tel. 025‒222‒0300 ▶9/11〜30 …ふろ
旧齋藤家別邸 9：30〜17：00（9月まで18：00閉
しき展 ▶10/16〜11/11…新潟仏壇工芸
館）／月休／中央区西大畑町576／tel. 025‒210‒8350
展 同時開催…新潟生紙和紙展
9/23…ふろしき講座、10/21・28・ ▶7/14〜10/8…水と土の芸術祭 作品展示 ▶10/20・21
…夜間特別開館 新潟竹あかり花あかり
（18：00〜21：00）
11/3…製作体験、11/3・4…製作実演

新潟分館

9:30〜16：30（4月〜17：00）／月休／中央
区南浜通2‒562／tel. 025‒222‒2262
▶常設展示 良寛と會津八一の墨蹟
▶7/14〜10/8 …水と土の芸術祭 2018
アートプ ロ ジ ェクト 作 品 展 示 ▶
10/20・21…夜間特別開館 新潟竹あか
り花あかり
（〜21：00）

新潟市新津美術館 10：00〜17：00（最終入館16：30）
／月休（祝日の場合翌日）／秋葉区蒲ケ沢 109‒1／tel. 0250‒25‒1300
▶9/1〜 11/11 …北欧の陶芸家 リサ・ラーソン展 暮らしを愛する
すべての人へ ▶9/1〜12/2…コレクション展Ⅲ 笹岡了一とその周辺

敦井美術館

北方文化博物館

新潟市 會津八一記念館

篠田桃紅 作品館

11：00〜16：00／
月 休（ 祝 日 の 場 合 翌 日 ）／ 中 央 区 学 校 町
2-5245-4／tel. 025‒201‒8028（予約をおすす
め）▶篠田桃紅作品のコレクションを展示
＊ 暑い夏にオススメなのが﹁バニラアイス掛け﹂！
バニラアイスに︑
こちらを少量掛けるだけ︒
暑さ吹き飛ぶ旨さをお約束します

!!

月〜金9：00〜20：00/土10：00〜19：00 日曜日 定休日
TEL. 025
（222）
2832 新潟市中央区西厩島町2346
（こんぴら通り）

9：00〜17：00／
年中無休／江南区沢海2‒15‒25／tel. 025‒385‒2001
▶6/30〜9/26…伊藤邸 石仏の来た道 ▶9/1〜11/25…村山雨
景 北方文化博物館の四季を染める
（10/20トークあり） ▶10/5
〜25…豪農の館言ノ葉遊び（泉屋染物店）※屋根裏ギャラリー
10/13…ＮＥＧｉ ＦＥＳ 2018

10：00〜17：00 ／日祝日休／中央区東大通 1‒2‒23
北陸ビル 1F ／ tel. 025‒247‒3311 ▶7/9 〜 9/22
…開館 35 周年記念 陶聖 板谷波山展 ▶10/9 〜
12/15…開館 35 周年記念 大観と春草展

10：00〜18：00／月休（祝日の場合翌日）／新潟
日報メディアシップ5F／tel. 025‒282‒7612
▶ 9/13〜12/9…奈良大和路の美 あをによし や
まとしうるはし 写真家・小川光三の仕事と飛鳥
園
10/23…文芸講演会「奈良飛鳥園の
写真」
（14：00／90分／会場：日報ホール／講師：
飛鳥園カメラマン若林保広氏／500円）
にいがた 文化の記憶館 10：00〜18：00
（最終入館17：30）
／月休（祝日の場合翌日）／中央
区万代3‒1‒1 新潟日報 メディアシップ5F／tel.
025‒250‒7171 ▶9/14〜11/11 …日本近代化
のパイオニアたち 現代情報化社会の先達―前
島密・大橋佐平・大橋新太郎・坪谷善四郎・市島
9/22…月いちレクチャー（14：00 ／
謙吉―
60 分／要当日観覧券・申込不要）

サングウ 額縁の 三宮商店
額縁▪画材▪絵画▪掛軸
額装 軸装 修復 取付 搬入出

お気軽にお問合せ下さい
Tel. 025-222-3625 www.sangu-shouten.co.jp
〒951-8065 新潟市中央区東堀通 6 番町1040
営 業 時間 9:30〜18:30 ／第 2・4 日曜・祝日休

広域地図

10：00〜16：00 ／月休（9/17
開 館 ）9/18・2 5 休／中央 区 旭 町 通1‒75 4 ‒3 4／te l .
025‒228‒5050 ▶9/1〜10/8 …金工 二人展・前期（大島
如雲、
津田永寿ほか） ▶10/13〜11/23…同展（後期）

北方文化博物館

▶
※掲載情報は変更となる場合がございます。

新潟県立 万代島美術館
10：00〜18：00／
9/25〜10/5・10/15 休／中央区万代島5‒1朱鷺メッセ内万代
島ビル5F／tel. 025‒290‒6655 ▶7/7〜9/24…ジブリの動画
家 近藤勝也展 ▶10/6〜12/16…みんなのレオ・レオーニ展

新 潟 日 報メディアシップ

新津記念館

旧市長公舎 安吾 風の館
10：00〜16：00／月火休（祝日の
場 合 翌日 ）／中 央 区 西 大 畑 町
5927‒9／tel. 025‒222‒3062
▶8/4〜11/25…第5回 旅 安吾，
政宗の城に乗込む

新潟駅界隈

柳都大橋〜西大畑

新潟市歴史博物館 みなとぴあ
新潟大学 あさひまち展示館
9：30〜17：00
10：00〜16：30／月火休／中央区 旭町通2‒746／ （4 〜9 月18：00）／月休（9/24、10/8 開館）／中央区柳
tel. 025‒227‒2260 ▶19/30まで…院展 図録表紙 島町 2‒10 ／ tel. 025‒225‒6111 ▶9/15〜10/28 …
玉と鏡の世界ー西安・新潟友好交流特別展
絵原画展、10/4〜11/28…佐渡ゆかりの書文化展

吉川酒店

2

1

（版画／最終日15：00まで）
①10/4〜14…長谷川由香 展（磁器／最終日16：00） ②10/20〜28…長岡造形大学4年生5人による展示「おなじ窓、それぞれの景色」
③10/20〜22…山田命佳 展（ワイヤーアート）

10：30〜18：00
／月休（祝日の場合翌日）10/9〜19 休／中央
区西船見町5932‒561／tel. 025‒378‒3773
▶7/14〜10/8 …水と土の芸術祭 2018 国際色
豊かな８名の作家による作品展示 ▶10/20
〜12/9…
「物語は始まる」猪爪彦一展

720㎖ 1800円（税別）

2

2

①9/5〜30…盛岡啓人 出版記念写真展「東京パラダイス」

NSG美術館

今月の勝負酒

3

2

①9/21〜30…彫刻 戸張公晴展 ー森の妖精ー

砂丘館
9：00〜21：00／月休（9/17・24 開館）
9/18・25 休／中央区
西大畑町5218‒1／tel. 025‒222‒2676 ▶7/14〜10/8…水と土の芸術祭 2018 作品
展示 ▶10/16〜28…村山眞あかり展
（仮）
（会場：２階和室）
10/20・21…
真下恵ダンスパフォーマンス「dana」
（会場：蔵／4 回公演／要予約）
、10/21…
新潟 竹あかり花あかり 真下恵ダンス（会場：庭／18：00 ／無料予約不要）

フォーマル ハウト
（貴醸酒）

②10/13〜21…木のおもちゃ祭

①9/1〜10/31…さとう敏子 野の花の押し花展

MUSEUM INFORM ATION & EVENT SCHEDULE ミュージアムのご案内 2 018年9/20（木）〜10/25（木）
までのイベント
・展示スケジュール
9：30〜18：00／ 9/18、9/25〜10/9、
10/15・16、10/22〜11/2 休／中央区西大畑町 5191‒9／tel.
025‒223‒1622 ▶9/6〜24…〈正・誤・表〉美術館とそのコレクショ
ンをめぐるプログラム ▶10/10~21…第50回新潟市美術展（〜14
日前期/17日〜後期）※10、17日10時開場。14、21日は15：00終了。
▶8/7〜12/2 …コレクション展Ⅱ LANDSCAPE 水土の作家×
NCAMコレクション
9/23…ナツノカモ公演「プラスマイナ
ス３センチの笑い」
（14：00／要事前申込・詳細は美術館HPへ／
企画展示室）10/21…コレクション展ふれあい美術館ガイド（11：
00／ボランティアによる案内と解説）
9/24…第4回
「細かすぎて（あまり）報道されなかった平成の美術の動き」
（講
師：藤井素彦・新潟市美術館学芸員／14：00／企画展示室））

5

2

②9/29〜10/8…西橋はる美 染織展

11：00〜17：00（最終日16：00） 水休

新潟市美術館

4

③10/16〜21…第11回楽水会 水彩画展
④10/23〜28…第9回片桐アユ子個展 陶芸・水彩

③10/3〜8…現代人気作家たちの小さな絵画展、岡京香万華灯展⑤10/17〜22…塚原貴之 油彩画展、森本英助 作陶展
②9/26〜10/1…渋谷直弘 油彩展、岡安廣宗 作陶展
④10/10〜15…小玉茂右衛門展、二代春彩 村井信義 漆芸展

ギャラリー潟道（かたんどん） 西区青山2‒12‒13 tel. 025‒266‒7292

シリーズレクチャー

水

①9/29~10/8…山口達己 絵画作品展「木の葉のパターン」

中央区医学町通1‒41
詳細は医学町ビルFacebookページにて掲載

北前船の時代館 新潟市文化財

火

1
①9/29〜10/8…岩根愛 写真展『新潟・福島・ハワイ 〜写真でつながる150年』
◎その他の予定：9/29…オープニングトーク
（19：00〜20：00／岩根 愛・写真家＋ 伊藤知明・敬和学園大学地域連携コーディネイター／1drink1,500円／要予約）、
10/13・14…新納翔 撮影ワークショップ、10/20・21…中村紋子 三部作写真集を見る会

コンサート問合・コンチェルト tel. 025‒225‒0300

旧小澤家住宅

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

月

常設展

Craole 蔵織・西堀ゆきわ 中央区西堀前通 1‒700 tel. 025‒211‒8080

美術ギャラリー・工芸サロン

日

※掲載情報は変更となる場合がございます。

PICK UP

グルグルハウス高柳

知足美術館

雪梁舎美術館

10：00〜17：00／ 日祝日 休／中央
区新光町10‒2技術士センタービ
ル別棟2F／tel. 025‒281‒2001
▶9/6〜10/3…ボストン美術館
所蔵版木による墨摺絵展

9：30〜17：00／月休（祝日の場合翌日）
／西区山田451／tel. 025‒377‒1888
▶9/15〜10/8 …捧賢一 追悼 良寛と村
山半牧展 ▶10/14〜11/18 …雪梁舎
設立25周年記念 人間国宝 伊藤赤水展

巻菱湖記念時代館

9：00〜17：00／ 9/29〜30 休、
臨時休
館あり。
事前に要連絡／東区河渡庚296‒33／tel. 025‒271‒9567
▶「日本の書・江戸の書」、
「新潟開港 150 年記念特別展示」

ギャラリーみつけ

10：00〜22：00（最終入館21：30）／
月休
（祝日の場合翌日）
／見附市昭和町2‒4‒1／tel. 0258‒84‒7755
▶9/8〜30…陶芸 みつけの作家4人展（最終日15：00）▶10/2〜7…見
附市美術協会 写生会作品展（最終日17：00）▶10/2〜8…関登美恵
展 ▶10/2〜21…市展審査員作品展 親松英治作品展（最終日
17：00） ▶10/12〜16…第42回見附市展
（9：00〜20：00／最終日
18：00）▶10/18〜21…市展入賞作品展
（最終日17：00）

あとりえきっか

柏崎市
10：00〜18：00（会期中無休） 加茂市
10：00〜17：00 ／加茂市岡ノ町
／柏崎市高柳町岡野町1750／tel. 0257‒41‒5700 ▶9/9〜10/14 …
「造形二人展」松原匠秀＆今井伸治（ギャラリーグルグルハウス高柳） 1−7／ tel. 090‒2173‒7025
▶9/23まで…つちだともこ展
▶9/22〜11/11 …〈狐の夜まつり30 周年記念〉古川通泰・渉 親子展
〜ねこだまり〜
（ギャラリーくろひめ・狐の館）▶10/20〜11/25 …金原寿浩展「海の
（金土日のみ／最終日16：00）
声」
（レジデンスギャラリーよねやま）
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