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1/20〜2/25号 スケジュール面

2019.01.10

GALLERY INFORMATION & EVENT SCHEDULE ギャラリーのご案 内 2 019年1/20（日）〜2/25（月）
までのイベント
・展示スケジュール
1/20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2/1 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
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
（ただし1/21営業）
、
1/22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（祝日の場合翌日）
、1/22・2/5・19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） 1/23〜2/28休
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

①1/17~3/4...龍崎俊・鈴木理恵 写真展「water reﬂected on white wall」
◎その他の予定：2/9…トークイベントあり

水休

コンサート問合・コンチェルト tel. 025‒225‒0300

1

2

①1/18〜20…はなやか in STACK-BOARD
◎その他の予定：その他の日は「委託作品展示販売」

②2/1〜28…post card! post card!

2

1

3

①1/5〜20…内山玉延展 ―念々刻々―
②1/23〜2/3…野村重義 染色展 ―ローケツ染・コラージュ―

4

③2/6〜17…永柳修一 作陶展 併催永柳須美枝 絵画展
④2/20〜3/3…水津燧展「地への想い a sense of place」

1

①1/11〜20…特集展示 版画集の魅力ー鈴木晃・岡谷敦魚・渡辺政光、常設展ー矢尾板克則 陶展（gallery 827にて）

1

2

①1/4〜2/2…北前船のおくりもの展（西堀ゆきわ共催）
②2/7〜12…写真展 95/96 展
◎その他の予定：1/23…川崎祥子ピアノライブ、1/26…特別講演会「北前船の最盛期と新潟湊」
（13：30／講師：横木剛）
、2/3…アカシックリーディング体験会、2/16…ぽよDUOライブ

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

花きりん

12：00〜18：00 不定休
中央区西堀通5-838 西堀アームス1F tel. 025‒222‒5443

ヒメミズキ

11：00〜18：00 火休、1/18、1/31〜2/5休
新潟市中央区古町通2番町528 tel. 025‒201‒9252

①1/19〜27…及川静香 志村和晃 2人展（会期中無休）

羊画廊

11：00〜18：00（日祝17：00、最終日16：00） 水休、2/1〜3休
中央区古町通 8‒1438 tel. 025‒224‒1397

①1/18〜29…1月のコレクション展

新潟絵屋

11：00〜18：00（最終日17：00） 1/31・2/1・15・16休
中央区上大川前通 10‒1864 tel. 025‒222‒6888

①1/17〜30…上原木呂展

ギャラリー潟道（かたんどん）

11：00〜17：00（最終日16：00） 水休
西区青山2‒12‒13 tel. 025‒266‒7292

楓画廊

10：00〜16：00 12/24〜2/28休
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
12/28〜1/7休 秋葉区程島2050‒8 tel. 0250 ‒47‒7270

①1/15~2/2...揺らいで光る、鋭く。倉持至宏・小林真弓・渡邉葉月・高橋洋子

ぎゃらりー浜つばき

10：00〜17：00（最終日15：00） 土〜月・祝日開廊
（火〜金休）
西蒲区越前浜6864 tel. 0256‒77‒2013

①1/5〜21… 第2回越前浜の作家たち展Ⅰ

（会場：銀花naya／新潟市西蒲区越前浜6827／問合せ：にいがた銀花025-222-4395）
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：2月…チクチク展覧会

美術ギャラリー・工芸サロン

2

1

①1/15〜20…溢れゆく青 ―木村直広 日本画展―

②2/5〜10…新潟美術学園第8回毎日のすがた 講師＆スタッフ展ー教えながら学びながらー（17：00まで）

1

3

2

1

2

①1/16〜25…日本画サークル小品展

3

②1/26〜2/4…常設展

広域地図

gallery tanne

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

1

1

3

②2/2〜13…八木なぎさ展

③2/17〜28…「絵に会いに」野中光正・藤原祥・森敬子展

◎その他の予定：2/11…リトグラフワークショップ（10：00〜16：30＊昼休憩あり／講師・八木なぎさ／会場：新潟市美術館実習室／事前に新潟絵屋へ要予約・材料費3000円前払制）

2

②2/23〜26…谷帽子展
1

①1/5〜2/26…アルペジオ作品展 呼吸 〜Respiration〜

1

3

2

①1/17〜28…雪月花の宴 9人展

②1/31〜2/8…堀忠勝・栗原昭作・馬場悦子写真展

2

②2/12〜3/2… VUCA Exhibition Vol.4「Looking for my favorite.」
“8名の作家による1万円で購入できる作品展 ”

2

1

3

②1/26〜2/11… 同展 Ⅱ 星名康弘（染）
・真島良範（絵画）
・ ③2/16〜3/4… 同展 Ⅲ 輿水頼枝（銀細工）
・五傳木浩樹（平面・立体）
・

小田晃史（木工）･斎藤順正（絵画）･藤本正子（裂織）･中村文治（木彫）

松田尚子（ガラス）

2

1

常設展

北方文化博物館 新潟分館

9：30〜17：00（9月まで18：00閉館）／月
休 ／中 央 区 西 大 畑 町 5 76／t e l .
▶12/18〜2/11…
「新
025‒210‒8350
潟開港と町人たち」
展 ▶1/18〜2/11…
「福岡・柳川さげもん」
展 ▶2/19〜3/17
…雛人形展

みなとぴあ

9：30〜17：00（4 〜9 月18：00）／月休
（ただし2/11開館）
1/28〜2/4・12休 ／ 中 央 区 柳 島 町 2‒10 ／ tel.
025‒225‒6111 ▶11/10〜1/27…第15回むかしのくら
し展「いれもの」 ▶1/12〜3/17…「旧新潟税関庁舎と
史跡」
展 ▶2/9〜3/17…収蔵品・新収蔵品展

このマップはそのお手伝いになればと、2008年に創刊しました。
ただいま2019年の刊行を応援してくださる方をさがしています。
tel. 025-222-6888 info@niigata-eya.jp

9：30〜16：30（4月〜17：00）／12/24〜
2/28冬期休館／中央区南浜通2‒562／
tel. 025‒222‒2262

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 - 5 2 4 5 - 4 ／t e l .
（予約をおすすめ）
025‒201‒8028
▶篠田桃紅作品のコレクションを展示

新津記念館

10：00〜16：00
／月休、11/24〜冬期休館／中央区旭町
通1‒754‒34／tel. 025‒228‒5050

新潟県立 万代島美術館
10：00〜18：00／1/15・28・2/12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 ▶1/4〜
2/17…創立100周年記念 国画創作協
会の全貌展 ー百年前、
若き日本画家達
の情熱 ー家達の情熱ー

新潟市新津美術館

敦井美術館

9：0 0 〜17：0 0／年中無 休／江 南区 沢 海 2‒15 ‒2 5／te l .
025‒385‒2001 ▶12/2〜2/17…光越窯の器展 ▶12/30〜
3/31…所蔵作品 ー伊藤家の南画展ー ▶2/3〜3/21…享保雛
展示 ▶2/11…設立記念行事
「伊藤家の三人餅つき」

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 ▶1/7〜3/16…近世
の絵画・工芸展
新潟市 會津八一記念館

「新潟島とその周辺 ギャラリーミュージアムマップ」

幸せを感じるように、日常がうんとたのしくなります。

広告ご協賛 お申し込み先

新潟大学 あさひまち展示館
10：00 〜16：30／月火休／中央区 旭町通
2‒746／tel. 025‒227‒2260 ▶12/7〜1/20
…画家の眼差しー永吉秀司習作品展ー

※掲載情報は変更となる場合がございます。

サポーター募集
2018年制作費
GALLERY&CAFE VUCA、新潟美術学園、アートギャラリー万代島、ai gallery、浜つばき、
北方文化博物館、hickory 03 travelers、ギャラリータンネ、シロネプレッソ、羊画廊、
二代目アートサロン環、たびのそら屋、敦井美術館、旧小澤家住宅、新潟県生涯学習推進課、
新潟市芸術文化推進財団、
STACK-BOARD、てんゆう花、新潟大学、三方舎ほか個人の方

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 ▶12/20〜3/24…
「八一がわかる」〜そのマルチな業績
と人生〜 同時開催：第12回會津八
一の歌を映す写真コンテスト入賞入
選作品展
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 ▶11/23〜
2/11…ボーダレス文学世界大衆文
学編 ▶2/22〜3/21…良寛再発見
▶1/19・2/23…月いちレクチャー
（14：00／60分／要当日入館券／申
込不要）

10：00〜17：00
（最終入館16：30）
／月休
（ただし2/11・18開館）
2/12休／秋葉区蒲ケ沢 109‒1／tel. 0250‒25‒1300 ▶1/19
〜3/10…エドワード・ゴーリーの優雅な秘密
2/11…
学芸員によるギャラリートーク
（14：00〜14：30）

北方文化博物館
広域地図

旧齋藤家別邸

ただ食べるよりも、美味しいものを食べるほうが

②2/6〜3/3… 4 Photographers Exhibition
（山口達己、和田徳仁、鷲尾顕一、上杉敬）

①1/13〜27…2019 NEW YEAR EXHIBITION 岡谷敦魚・菅野泰史・コイズミアヤ・小林花子・小林弘樹
◎その他の予定：1/14…かめもなかライブ（16：00／500円／定員20名）
、1/26・27…平井紫乃舞踏公演（18：30／前売1800円／定員20名）

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
▶12/8〜3/24…安吾って⁉ Part1

美術鑑賞は日常生活を豊かに彩ります。

ハラサミュー・ブレイン（写真）
・星名泉（ガラス）
・吉岡謙治（陶）

①1/5〜2/3…「本を見つける、本を届ける」
ブックスはせがわ ギャラリーが本屋になるVol.3

砂丘館
9：00〜21：00
※2/13〜17は18：00閉館／月休
（祝日の
場合翌日）／中央区西大畑町5218‒1／
tel. 025‒222‒2676 ▶1/16~27...特別
展示mikkyoz013（1/16~1/20は18：00
終了） ▶2/1~17...特別展示山下誠一写
真展
「水の呼吸」
2/11…山下誠
一展ギャラリートーク
（14：00／90分／
聞き手：大倉宏／500円申込不要）

新潟市歴史博物館

③2/10〜19…O氏コレクション 池田満寿夫石版画 ―おとこ・おんな―

1

新 潟 日 報メディアシップ

9：30〜17：00／月休（ただし2/11開館）2/12休／
中央区上大川前通12‒2733／tel. 025‒222‒0300
▶12/1〜2/11…小澤家とみなと展 ▶2/23〜3/17
…ひな人形とからくり人形展 ▶1/12〜20…花で
彩る
2/24 稲わらで作るひな人形
（ワーク
ショップ 詳細未定）、2/23 琴の演奏会（詳細未定）

③2/15〜26…ART SHOW フラワー展 VII

2

1

新潟駅界隈

柳都大橋〜西大畑

旧小澤家住宅

3

2

②2/4〜12…2月のコレクション展

MUSEUM INFORM ATION & EVENT SCHEDULE ミュージアムのご案内 2 019年1/20（日）〜2/25（月）
までのイベント
・展示スケジュール

10：30〜18：00／月休
（祝日の場合翌日）
2/18
〜3/1休／中央区西船見町5932‒561／tel. 025‒378‒3773 ▶1/5
〜2/17…
「毒立記念日」
六人の芸術家による反抗の美術展
（出品：
阿部克志・霜田文子・高橋洋子・星名泉・星野健司・松川滋子）

④2/16〜25…サムホール展 7人による

1

11：00〜17：00 1/17・23休、1/27〜3/23休
長岡市呉服町2‒1‒5 tel. 0258‒77‒2981

NSG美術館

4

③2/6〜15…大島真一・山田祐二 ２人展

1

maison de たびのそら屋

9：30〜18：00／月（祝日の場合翌日
休）／中央区西大畑町 5191‒9／tel. 025‒223‒1622 ▶12/7〜
4/14…コレクション展Ⅲ 美術の偶然！ ▶1/12〜3/24…東郷青
児記念損保ジャパン日本興亜美術館収蔵 東郷青児展
（14：00／学芸
【コレクション展イベント】1/26・2/23…ギャラリートーク
員による解説／要当日観覧券／申込不要）
、
1/20・2/17…ふれあ
い美術ガイド
（11：00／美術館協力会ボランティアによるご案内と
解説／要当日観覧券／申込不要）【東郷青児展関連イベント】1/27・
2/10・24…担当学芸員によるギャラリートーク
（14：00／要当日
観覧券、
申込不要）
、
2/16…よるの朗読会「東郷青児をよむ」
（18：
00／60分／出演：島村仁氏
（ラジオDJ）
／事前申込制〆切1/31）

5

④2/13〜18…特選絵画展
⑤2/20〜25…長船善祐油絵展、守繁徹「栄志」展

①1/23〜29…春を待ちながら 〜フエルトと織り二人展〜

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

新潟市美術館

4

①1/23〜28…星純一・三田村和男二人展、
申明浩陶磁の道
③2/6〜11…堀本恵美子絵画展、高井進作陶展
②1/30〜2/4…2019新潟三越伊勢丹美術特選会

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)

SHIRONE PRESSO

新潟絵屋・井上美雪

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

金

常設展

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

北前船の時代館
新潟市文化財

8

木

※掲載情報は変更となる場合がございます。

巻菱湖記念時代館
9：00〜17：00／12/26〜1/15休／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」

雪梁舎美術館
9：30〜17：00／月休
（祝日の場合翌日）
12/25〜1/31冬期休館
／西区山田451／tel. 025‒377‒1888 ▶2/1〜3/31…所蔵作品
日本画展

知足美術館
10：00〜17：00／日祝日休、12/23〜1/6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
▶1/7〜3/8…収蔵品による新春展

ギャラリーみつけ

10：00〜 22：00（最終入館
21：30）
／月休
（祝日の場合翌日休・ただし2/12開館）
／見附市
昭和町2‒4‒1／tel. 0258‒84‒7755 ▶2/7〜17…第53回新
春市民書初め展
（9：00〜20：00）
、
併催 見附市美術協会年賀ハ
ガキ展 ▶2/2〜17…小林路子紺綬褒章記念展 ▶2/20〜
3/10…木原尚写真展 白鳥
〈美態〉
（最終日15：00まで）
2/23…木原尚展ギャラリートーク（14：00〜15：00）
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