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10/20〜11/25号 スケジュール面

2018.10.12

GALLERY INFORMATION & EVENT SCHEDULE ギャラリーのご案 内 2 018年10/20（土）〜11/25（日）
までのイベント
・展示スケジュール
10/20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 11/1 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、10/28・11/10・11・16・25休
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、10/30・11/13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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常設展

1

①10/25〜11/26…河内智子 写真展『糸になる』

◎その他の予定：11/17… トークイベント
（19:00〜20:00／1,500円1drink付／申込フォームより要予約
1

2

①11/9〜11…MONOTONE in STACK-BOARD
②11/25…ピコいち in STACK-BOARD（体験・実演あり）／11：00〜17：00）
：
◎その他の予定：11/23 ワークショップ「ローズウィンドウでXmas」
（13:30〜15:30）
、
その他の日は「委託作品展示販売」
2

1

①10/17〜28…小磯稔うるし作品展 ̶傘寿を超えて̶
1

3

②10/31〜11/11…笹川春艸 墨画展

③11/14〜25…MONOCHROME MUSE 〜川﨑久美子織展〜
3

2

2

（会期中無休）
①10/6〜27…布川勝三展（gallery827にて）②10/19〜28…渡辺政光展 ③11/3〜17…杉原伸子展（gallery827 同時期開催） ④11/19〜27…家具工房 蒼 展
◎その他の予定：Kaede Gallery＿garden（屋外展示スペース）
：9/15〜10/27…中村文治展

1

11：00〜18：30 水休

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

3

2

3

①10/1〜27...蔵織・龍神祭
②10/1〜31...フランス人作家の妖怪小作品展（会場・西堀ゆきわ／蔵織となり） ③11/1〜13…10年後の四人展
④11/15〜20…須貝久美子 日々ノ織リ展
◎その他の予定：10/24…川崎祥子ピアノライブ、11/23…朗読＆チェンバロライブ

コンサート問合・コンチェルト tel. 025‒225‒0300

1

新 潟 島

医学町ビル 201号室

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

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

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）

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

①10/20〜29…長谷川雄一 木版画展

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

①10/20〜28…花岡隆 個展

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

①10/19〜30…山田修市 展

新潟絵屋

11：00〜18：00（最終日17：00） 10/31・11/1・11〜16休
中央区上大川前通 10‒1864 tel. 025‒222‒6888

①10/17〜30…甲斐啓二郎、前田和也写真展『いとなみと影法師』 ②11/2〜10…梨本諦嗚・Yocco さにれに展
③11/17〜30…梅野亮展
（各18：00〜19：30／講師：武田光一／1,000円／要申込）
◎その他の予定：11/11・12…ナヲシテツカウ 器のお直し相談受注会（11：00〜15：00）、11/12〜14…美術講座「日本絵画の展開」

美術ギャラリー・工芸サロン

①10/26〜28…カメガイアートデザイン的仕事展「縁日」
（26日15：00〜19：00／27・28日12：00〜18：00）
問合せ：025‒285‒3045（カメガイアートデザイン）

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

◎その他の予定：11/16…「落語と蕎麦の会」出演／立川談吉、立川志の太郎蕎麦／たかね蕎麦
（13：30〜／会場・銀花naya／新潟市西蒲区越前浜6827／3,500円 要予約） 問合せ・申込：にいがた「銀花」025-222-4395
1

2

3

4

5

①10/16〜21…第11回楽水会 水彩画展
③10/30〜11/4…塩田秀山・秀と社中 長谷川朝子コラージュのコラボ展
⑤11/13〜18…さきおりくん 根津万紀 作品展
②10/23〜28…片桐アユ子個展 第9回 普段着なアート 水彩画・陶芸
④11/8〜11…第30回「砂山の会」油絵展
1

3

2

4

5

①10/24〜29…AZUMAʼS絵画展、マイセン展 ③11/7〜12…中川原哲治・恵子染織布展、船戸あやこスペインタイルアート展 ⑤11/21〜27… 冬の絵画逸品バザール
石山学園七宝彫金作品展
④11/14〜19…地中海美術工芸展、イーダ・ヴァリッキオ展
②10/31〜11/5…日本画秀作展、米澤隆一作陶展
1

2

3

②10/31〜11/9…佐佐木春美展

4

③11/10〜19…佐山道知 彫刻展

④11/21〜30…井浦勝之 水彩画展

1

tel. 025‒201‒9252

1

11：00〜17：00（最終日16：00） 水休

3

1

2

3

①10/11〜11/23…斉藤佳代子作品展「マイルーム便り」 ②10/25〜30…モンゴルフェアー

③11/8〜11/20…雨音のすぐそばで 斉藤亜衣 写真とコトバ展

1

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（最終日17：00） 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 10/24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

③11/16〜27…竹田一紀 作品展『癒着 -adhesion』

2

1

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

3

2

②11/2〜13…小さな版画 LITTLE CHRISTMAS IX

2

②11/11〜25…コレクション展 VIII

①10/14〜28...コレクション展VII 岡谷敦魚版画集「二つの世界・デミアンについて」

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

①10/13〜21…木のおもちゃ展
◎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）

②11/17〜23… 木のぬくもり 布のぬくもり
〜工房木の子 裂織工房うさぎや〜

1

2

①9/1〜10/31…さとう敏子 野の花の押し花展

②11/1〜12/27…雑木の器・るるの小屋 展

1

2

①10/13〜21…中村文美作品展 -my ﬁeld-

3

②10/27〜11/4…星野金司展 ー歩くどこまでもー

1

③11/10〜18…長野順子 銅版画展 ー空想の欠片たちー
3

2

①10/15〜25…渡部弘子織と布展 ー華やかに彩遊びー
②10/28〜11/6…想い・いろいろ高橋輝明 金工展

4

③11/9〜18…東條麗子 まよいの小品展 ーRAKKA・落花・落果ー
④11/22〜12/1…阿部ともこ 作品展 ーのぞき見・いろいろー

1

常設展

2

①10/30〜11/4…手織工房 糸遊 小池節子 Scent of the life ー織る・縫う・装うー（月のみ休）

②11/13〜12/2…相川恵子個展「歌になりたい」
2

1

①10/6〜29…秋の日の夜の夢Ⅱ 猪爪彦一展
◎その他の予定：10/13〜15…秋の浜メグリ

②11/10〜26…金子朗子 きりえ展「ふく・ふく」
2

1

①10/3〜11/14…ブックスはせがわ＆バラエティショップ
2

②11/7〜12/2…星野貴代 作品展「すべての雲がながれ去るまで」

1

3

4

（版画・最終日15時）
④11/22〜12/2…田中幸男 展 ※11/24・12/1は18：00、最終日16：30まで
①10/20〜28…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」
②10/20〜22…山田命佳 展（ワイヤーワーク）
③11/6〜14…細谷晶夫 展「 Tender 」
2

1

②11/22~12/12… 10周年特別企画 SOUP! SOUP! SOUP! 岩田圭介、嶋田恵一郎、田谷直子、
壺田和宏、山田洋次、樋山真弓、赤木明登、竹俣勇壱、大久保公太郎

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

▶
MUSEUM INFORM ATION & EVENT SCHEDULE ミュージアムのご案内 2 018年10/20（土）〜11/25（日）
までのイベント
・展示スケジュール ▶※掲載情報は変更となる場合がございます。

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

〆張鶴 純（五百万石）
（父）→
〆張鶴 山田錦
（山田錦）
（母）→

吉川酒店

別）

円（税
720㎖ 1800

〆張鶴 越淡麗
（越淡麗）
（子共）→

＊親子饗宴です！

今月の勝負酒 酒米違い〆張鶴揃い踏み！

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）

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、11/5開館）／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
美術講座 10/21…
（13：30〜15：00／講師：横山秀樹）、11/4…「工芸
「京都を彩った日本画家たち」
（13：30〜15：00／講師：奥村真名美）※講座は無料・申込不要
にみる動物のかたち」

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 ▶10/9〜
12/15…開館35周年記念 大観と春草展

北方文化博物館 9：00〜17：00／年中無休／江南区沢海2‒15‒25
／tel. 025‒385‒2001 ▶9/1〜11/25…村山雨景 北方文化博物館の四
季を染める
11月中旬（予定）紅葉ライトアップ、
〈 屋根裏ギャラ
リー〉10/5〜25…豪農の館 言ノ葉遊び、10/26〜11/1…高彩会水彩画作品
展（屋根裏ギャラリー）、11/3〜11…石井久美子ミシンキルト教室作品展

新潟市 會津八一記念館

新 潟 日 報メディアシップ

11/11 …新潟仏壇工芸展 ▶同時開催…新潟
生紙和紙展
10/21 …金具打ち体験・ 旧齋藤家別邸 9：30〜17：00（9月まで18：00閉
和紙折染め体験、
28 …金具打ち体験・和紙の 館）／月休／中央区西大畑町576／tel. 025‒210‒8350
花づくり、
11/3 …蒔絵体験・和紙提灯づくり、 ▶10/20・21…新潟竹あかり花あかり
（18：00〜21：00）
11/23…秋の大文化祭
▶11/3〜25…「古町芸妓と花街」展

敦井美術館

新潟駅界隈

柳都大橋〜西大畑

シリーズレクチャー

／月火休／中央区 旭町通2‒746／tel. 025‒227‒2260 新潟市歴史博物館 みなとぴあ 9：30〜17：00
▶10/4〜11/28...佐渡ゆかりの書文化展 ▶10/13 （4 〜9 月18：00）／月休／中央区柳島町2‒10 ／ 北方文化博物館 新潟分館
〜11/3…わたしたちの佐渡ジオパーク ―地学実験A tel. 025‒225‒6111 ▶9/15〜10/28…玉と鏡の 9:30〜16：30（4月〜17：00）
／月休
実習発表展―」
10/20…「キャンドルナイト 世界ー西安・新潟友好交流特別展 ▶11/10〜 ／中 央 区 南 浜 通 2 ‒ 5 6 2 ／t e l .
1/27…第15回むかしのくらし展「いれもの」
in旭町」
（17：00〜「筝の夕べ」筝演奏：奥村京子）
025‒222‒2262 ▶常設展示 良
寛と會津八一の墨蹟を展示
北前船の時代館
10/20・21…新潟竹あかり
新津記念館 10：00〜16：00 ／月休、10/24〜30休
新潟市文化財 旧小澤家住宅
（18：00〜21：00）
／中央区旭町通1‒754‒34／tel. 025‒228‒5050 ▶10/13 花あかり
9：30〜17：00／月休・11/6休／中央区上大川前通
12‒2733／tel. 02 5 ‒222‒ 030 0 ▶10/16 〜 〜11/23...金工 二人展・後期（大島如雲、津田永寿ほか）

新潟県立 万代島美術館 10：00〜18：00／
10/29・11/12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 ▶10/6〜
12/16…みんなのレオ・レオーニ展

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」
（14：00〜15：30／講師: 飛鳥園カメラマン
若林保広氏／会場・日報ホール／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 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・市島謙吉̶
10/24…館長講演会
「現代情報化社会の先逹」
（14：00〜15：30／
会場・日報ホール／要申込）

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

PICK UP
柏崎市

広域地図

9：30〜18：00／10/22〜11/2 休／中央区西大畑町 砂丘館 9：00〜21：00／月休、11/6休／中央区西大畑町5218‒1
5191‒9／tel. 025‒223‒1622 ▶11/3〜12/16…フランス国立図書館版画コレク ／tel. 025‒222‒2676 ▶10/30〜12/9…風騒ぐ家の人々 詩人会
ション ピカソ 版画をめぐる冒険 ▶8/7〜12/2 …コレクション展Ⅱ 田綱雄・三好豊一郎と画家齋藤隆展
10/30…オープニ
LANDSCAPE 水土の作家×NCAMコレクション
11/17…美術講 ングライブ（18：30〜19：30／出演：松田惺山 尺八奏者・鬼太鼓
座「ピカソの恋人―描かれたミューズたち」
（14：00〜15：30／講師：荒井 座座長／1,000円）、11/23…ギャラリートーク と詩の朗読（15：00
直美・新潟市美術館学芸員※）、11/25…講演会「版画史から見る技法と表現 〜17：00／齋藤隆 画家・寺原信夫 詩人・池井昌樹 詩人／1,000円）
―デューラーからピカソまで」
（14：00〜15：30／講師：佐藤 直樹・東京
藝術大学美術学部准教授、元国立西洋美術館版画素描室長※）※申込
NSG美術館 10：30〜18：00 旧市長公舎 安吾 風の館
不要・参加無料／先着100名／会場・講堂、11/4…ピカソ展ギャラリー
／月休（祝日の場合翌日）／中央区 10：00〜16：00／月火休（祝日の
トーク（14：00／展覧会担当学芸員による解説／要当日観覧券）、
場 合 翌 日 ）／中 央 区 西 大 畑 町
11/18…コレクション展ふれあいガイド
（11：00／美術館協力会ボラン 西 船 見 町 5 9 3 2 ‒ 5 6 1 ／ t e l .
025‒378‒3773 ▶10/20〜12/9 5927‒9／tel. 025‒222‒3062 ▶
ティアご案内と解説／要当日観覧券）
…「物語は始まる」猪爪彦一展
8/4〜11/25…第5回 旅 安吾，政宗
の城に乗込む
新潟大学 あさひまち展示館 10：00 〜16：30

新潟市美術館

知足美術館

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 ▶10/12
〜12/22…ドナルドキーン 日本
の心を伝えて 宮澤正明写真展

雪梁舎美術館

9：30〜17：00
／月休（祝日の 場 合 翌日）／西区山田
451／tel. 025‒377‒1888 ▶10/14〜
11/18…雪梁舎設立25周年記念 人間国
宝 伊藤赤水展
10/27・11/3…
作品解説会
（14:00〜15:00／要入館料）

巻菱湖記念時代館
9：00〜17：00／10/29〜31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 ▶
10/26〜11/1…数見利夫展 ▶10/27〜11/18…フジフィルム・フォトコレクショ
ン展（入場料500円／高校生以下無料） ▶11/3〜11…見附の作家たち展2018
vol.2 ▶11/3〜11…平成ロマンチック展 ▶11/16〜18…見附高校 芸術選択
卒業制作展（初日13：00〜・最終日22：00まで） ▶11/23〜25…第32回金曜会展
10/27 ギャラリートーク「日本の写真史を巡る」14：00〜15：00

グルグルハウス高柳

10：00〜18：00（会期中無休）／柏崎市高柳町岡野町
1750／tel. 0257‒41‒5700 ▶9/22〜11/11 ...〈狐
の夜まつり30 周年記念〉古川通泰・渉 親子展（ギャ
ラリーくろひめ・狐の館） ▶10/20〜11/25 ...金原
寿浩展「海の 声」
（レジデンスギャラリーよねやま）

南魚沼市

トミオカホワイト美術館

9：00〜17：00／10月無休、11月〜水休／
南魚沼市上薬師堂142／tel.025‒775‒3646
▶11/19まで…富岡惣一郎「空と風と詩」
▶9/21〜11/19…伊藤健二油彩画展「南魚沼の四季」
▶10/1〜30…北村美咲 PEN ART Ⅲ
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