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7/20〜8/25号 スケジュール面

2021.7.10

GALLERY INFORMATION & EVENT SCHEDULE ギャラリーのご案内2021年7/20（火）〜8/25（水）
までのイベント
・展示スケジュール
7/20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 8/1 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

STACK-BOARD

10：00〜17：00
（13：00〜14：00休） 月休、8/13〜15休
中央区明石1‒6‒23 tel. 025‒248‒7050

アートギャラリー万代島
hickory03travelers
くらおり

Craole 蔵織・西堀ゆきわ
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①7/23〜26… 神代の言の葉 ̶神々さまと姫神さま̶
②8/3〜8…企画展「Blue」
Akiko Komai巡回展11：00〜17：00（最終日16：00）

③8/21・22…「時を超えて、そこにあるもの。
鉱物と玩具̶心の旅̶」展（最終日16：00）

1
2
3
10：00〜18：00（会期最終日17：00まで） 月休（祝日の場合翌日）
②8/4〜15… 五傳木浩樹展
③8/18〜29…斎藤順正展「鎮魂と再生」
①7/21〜8/1…堀研一 新潟日報「窓」欄挿し絵原画展
7/20・8/3・10・17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
◎その他の予定：8/7…木版画1日体験「今年は版画で花火！」/10時〜/大人（高校生以上）3,000円・小中学生1,000円/申込締切7/30
平日11：00〜16：00／土曜〜18：00／日曜〜17：00
月休（祝日の場合翌日）
中央区古町通 3‒556 2F tel. 025‒228‒5739
1
11：00〜18：30 水休
中央区西堀前通 1‒700 tel. 025‒211‒8080
①8/5〜9/27…蔵織特別企画 ギュスターブ・ドレ展
◎その他の予定: 夏のバロック祭 7/22・23…「イギリス革命 A.D1730」
（両日14：00〜16：00／3,000円）、
コンサート問合・コンチェルト tel. 025‒225‒0300
7/24…「バロエン the 3rd」、7/25…「千秋楽だよ全員集合」
（①14：00 ②18：00／2,000円）出演：大木雅人・伊奈るり子・笠原恒則／要予約／定員15人
1

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

tetote

平日13：00〜18：00 土日13：30〜＊17時〜18時は要予約 月火休
中央区医学町通1-41・医学町ビル101号室 tel. 090 ‒1051‒9775

にいがた
「銀花」
もくきんど

11：00〜18：00 日月火水休
中央区東堀通5‒426 tel. 025‒222‒4395

①7/22〜25…加納いずみ・三村友子二人展「交点」
（インスタレーション、ガラスと金属を用いた立体作品／会期中無休／11：00〜18：00・最終日16：00まで／詳細はインスタ＠futariten̲koten）
◎予告: 8/27〜9/20…小牧宏平

硝子展

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

新潟島

楓画廊／医学町画廊

11：00〜18：00 中央区東中通1-86-19 水休、8/11〜18休
新潟ハイムビル2F/1F・3F・4F tel. 080‒5445‒3924

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

あらき ギャラリー

11：00〜19：00（最終日16：00） 火休、8/10〜17休
中央区西堀通 5‒ 854 紗衣ビル1F tel. 025‒228‒2090

ヒメミズキ

11：00〜18：00 火休、8/6・16〜20休
中央区古町通2番町528 tel. 025‒201‒9252

ノ縞屋

11：00〜17：00 火水休
新潟市中央区上大川前通 4番町119 tel. 090‒6688‒1939

羊画廊

11：00〜18：00（日祝17：00、最終日16：00）
水休、7/29・8/11〜19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） 7/30、8/10〜13休
中央区上大川前通 10‒1864 tel. 025‒222‒6888

1

2

②8/5〜10…さとうゆか展 Anywhere Everywhere（1F＆3Fギャラリー）
①7/22〜27…相川恵子展 かりそめのまとまり（1Fギャラリー）
◎その他の予定: 7/29〜8/3、8/19〜24… 2階ショップのみ営業 （11：00〜17：00）
1

2

①7/20〜25… 鈴木大輔個展
カバのイラストてん（二回め）
1

3

2

①7/14〜23…こまち展

3

②7/24〜8/2…川﨑公子銅版画展

4

③8/4〜9…常設展
1

1

①7/22〜8/2…KITA I IDE 北飯豊 野島俊介 写真展（会期中無休）
2

1

①7/16〜27…風花季木子展

3

②7/30〜8/10…マスク de アート展

1

③8/20〜24…銅版画コレクション展

2

3

①7/17〜29…フジタヨウコ展
②7/31〜8/9…中島尚子個展「絵にならない今日の絵」
③8/14〜29…井田英夫遺作展２
◎その他の予定：6/12〜8/29…七里知子展（会場：TOLEDO／新潟市中央区万代3-5-36／10：30〜18：00／水休・8/13〜15休）、井田英夫展トーク（18：30〜20：00／ライブ配信）
1

11：00〜17：00（最終日16：00） 水休

2

3

①6/8〜7/22…夏に遊ぶ手しごと展（最終日15：30）
③8/3〜8…渡辺栄子 ジャワ更紗 染め展（最終日16：00）
②7/23〜8/1…貼り絵と書画の展覧会（最終日16：00）
1

2

広域地図

ARTギャラリーHAFU

10：00〜17：30 水休
北区太夫浜1013-4 el. 025‒258‒4515

てんゆう花

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

①7/17〜25…出張えむずatてんゆう花

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
北区前新田乙493 tel. 025‒387‒0284

①6/16〜7/30…「ことりのとりこ」とり雑貨ことりこ作品展

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

ギャラリー やまぼうし

9：30〜16：00（最終日15：00） 水休、
8/13・14休
秋葉区あおば通 1‒10-9 tel. 0250‒25‒1181

①7/18〜27…摩訶不思議な世界 グループ展

ぎゃらりー浜つばき

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

①7/10〜26…創作する虫と虫 猪爪彦一・星野健司 二人展

BAUHAUS 6 6 6

11：00〜15：00（最終日14：00） 月火水木休
西蒲区福井666 tel. 080‒5441‒5040（高橋洋子）

ギャラリー郷

10：00〜17：00（最終日15：00） 8/6休
西蒲区西汰上358（アトリエTOMO内） tel. 0256‒88‒3517

にいだや

ギャラリー野衣

10：00〜18：00（最終日15：00） 毎月8・18・28休
西蒲区巻甲2927 tel. 0256‒72‒2450

①7/19〜8/7…木のまな板？それとも展

SHIRONE PRESSO

10：00〜17：00 月火休、8/23〜31休
南区白根2748‒5 tel. 025‒367‒2023

①7/7〜8/1… 上杉 敬 写真展「Ｆｏｒｍ」

maison de たびのそら屋

11：00〜17：00 7/22休
長岡市呉服町2‒1‒5 tel. 0258‒77‒2981

①7/10〜25…ー風のおとづれー榎並和春展
②8/7〜22…ー根元への瞑想ー中尾昌吾展
◎その他の予定: 8/8…給湯流茶道 熊野定休の色即是空茶会（14：00〜15：30／定員15人／投銭方式）
1

2

②8/25〜31…木工あわさんと仲間たち

1

1

2

②7/31〜8/31…「糸のこくらふと展 Vol.2」にいがた組み木の会

2

3

②7/30〜8/9…圓山正澄パステル画展

③8/16〜24…坂爪叟玄 書展 ̶良寛の心を求めて̶

1

2

②7/31〜8/30…渡辺欣次木版画展 “山の日に寄せて”その２ 96歳記念展
1

①7/23〜8/15…桑原一枝・中村広子 66記念洋画作品展
1

①8/1〜11…板谷尚志 個展（最終日15：00）
1

2

②8/9〜17…布でつくった鯛車・花火展

1

②8/4〜22…後藤奈々 作陶展「ａｎｄａｎｔｅ」

2

2
①7/17〜27…長谷川由香
「染付のうつわ展」
②7/17〜27…【喫茶室特別展示】田中秀美 日本画作品展「いってみたいな空の上」

◎予告: 8/26〜9/5田中あかり展「はなに て」

1

①7/9〜28…̶北海道の木彫り熊の世界̶ 熊たんネ。by東京903会

MUSEUM INFORM ATION & EVENT SCHEDULE ミュージアムのご案内 2021年7/20（火）
〜8/25（水）
までのイベント
・展示スケジュール

みなとぴあ

旧齋藤家別邸
9：30〜18：00（4〜9月）／月休
（祝日の場合翌日）
／中央区西大
畑町576／tel. 025‒210‒8350
▶夏休み自由研究講座（型染め
・苔玉・水引） ▶7/13〜8/15…
新潟市内の文化財施設紹介展

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 ▶4/17〜
8/22… 安吾と三千代

旧小澤家住宅

9：30〜17：00／月休
（祝日の場合翌日）
、
7/27休／
中央区上大川前通12‒2733／tel. 025‒222‒0300
▶7/17〜8/1…「みんなの問題・海のごみ」展
▶7/22〜8/29…開館10周年記念「小澤家と北
前船」展

新津記念館
10：00〜16：00 ／月休、7/26〜8/13休／中央区旭
町通1‒754‒34／tel. 025‒228‒5050 ▶7/1〜
25…井上萬二（人間国宝）白磁の世界（後期）
▶8/14〜29…（後期）

NSG美術館

10：30〜18：00
（最終
入館は17：30まで）
／月休、8/2〜20休／中央
区西船見町5932‒561／tel. 025‒378‒3773
▶6/12〜8/1…「無頼な者の詩」
（ブライナモ
ノノウタ）玉川勝之展 ▶8/21〜10/11…
「祭りのかたちと色を求めて」田澤則夫展

ギャラリーミュージアムマップ

篠田桃紅 作品館

新潟市 會津八一記念館
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 ▶7/6〜9/23
…「学規」と教育
7/24… 文芸講演会
「會津先生が早稲田大学に遺したもの」
（14：00〜
15：30／500円／定員60名／会場：6階ナレッジルー
ム）、
7/31… 會津八一祭 〜生誕140年記念〜「想
いを形に〜美を求めて」−會津八一のこだわり
に迫る−
（仮題）
（14：00〜16：00／1,000円／定員
120名／会場：2階日報ホール）

11：00〜16：00／月休（祝日の場合翌
日）／中央区学校町2‒ 5245 ‒ 4／tel.
（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

配布場所のご案内

中央区 aigallery、アートギャラリー万代島、ギャラリー長美堂、メディアシップ、STACK-BOARD、

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 ▶7/27〜11/3…生
誕130年 松岡譲
8/14・9/11・10/16…作品
解説会（14：00〜／担当学芸員
による解説／要当日入館券）
PICK UP

北区 HAFU、楓画廊、てんゆう花、nico、ビュー福島潟
南区 SHIRONE PRESSO
秋葉区

北方文化博物館

10：00〜17：00／日祝休、
8/13は15：00閉館／中央区東大通1‒2‒23 北陸ビル
1F／ tel. 025‒247‒3311 ▶7/5〜9/18 …酒井田柿
右衛門の「東海道五十三次額皿展」

東区 巻菱湖時代記念館

江南区 小さな美術館季、北方文化博物館

やまぼうし、三方舎、新潟市新津美術館

西区 雪梁舎美術館、ギャラリー潟道、こんぺいとう

医学町画廊／楓画廊、hickory03travelers、蔵織・西堀ゆきわ・コンチェルト、にいがた銀花もくきんど、医学町ビル、 西蒲区 浜つばき、BAUHAUS666、ギャラリー郷、野衣、いわむろや
新潟美術学園、あらきギャラリー、ヒメミズキ、羊画廊、新潟絵屋、万代島美術館、敦井美術館、新潟市美術館、 村上市 Toi陶房 新発田市 清水園、草舟 胎内市 胎内市美術館
東区
中央区
砂丘館、NSG美術館、安吾風の館、篠田桃紅作品館、北方文化博物館新潟分館、新津記念館、あさひまち展示館、 柏崎市 游文舎、gallery tanne
旧齋藤家別邸、旧小澤家住宅、みなとぴあ、知足美術館、新潟駅観光案内所、きさらぎギャラリー、ゲストハウスなり、

長岡市 県立近代美術館、長岡造形大、栃尾美術館

五徳屋十兵衛、クロスパル、アーツカウンシル新潟、シネ・ウインド、三宮商店、ナガイ画材、北書店、器、

見附市 ギャラリーみつけ

SWAN、パルム、涼蔵、竹野、ノ縞屋、新潟県民会館、吉川酒店、新潟デザイン専門学校、市民活動支援センター、

燕市 燕市産業史料館、ツバメコーヒー

ホテル日航新潟、りゅーとぴあ、峰村醸造直売店、今代司酒造、ときめいと、新潟県立生涯学習推進センター、

三条市 D＋5 ART、三条ものづくり学校

新潟NPO協会、栄楽亭、エフスタイル、ウニアトリエ、日和山五合目、i media専門学校、アートホテル新潟、ゆいぽーと

弥彦村 弥彦の丘美術館

江南区

西区

西蒲区

南区

秋葉区

北区

9：00〜17：00／年中無休／江南区沢海
2‒15‒25／tel. 025‒385‒2001 ▶6/6
〜8/29…幕末志士の遺墨展 映画
『峠 最後のサムライ』によせて

知足美術館
10：00〜17：00／日祝休、
8/13〜16／
中央区新光町10‒2 技術士センター
ビル別棟2F／tel. 025‒281‒2001
▶5/18〜8/26…涼風とともに

巻菱湖記念時代館
東区河渡庚296‒33／直通tel. 080-4159-2581
／新型コロナウイルス感染症拡大の防止に伴
い、2021年4月〜22年3月まで休館。研究等での
来館希望の方はご相談させていただきます。

雪梁舎美術館
9：30〜17：00／5/17〜6/30休／西区山
田451／tel. 025‒377‒1888 ▶7/1〜8/1
…第7回雪梁舎風の会展 ▶8/7〜9/26
…第23回雪梁舎フィレンツェ賞展

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）／見附市昭和町2‒4‒1／tel. 0258‒84‒7755 ▶7/17〜8/9…コイズミ
アヤ展「やわらかな座標」
（ 最終日16：00）
7/31…ギャラリートーク
（18：00〜19：00／要申込・15名※トーク中は展示室2観覧不可） ▶7/18〜8/1
…星野宏喜日本画展̶牡牛が如き者̶（7/24 17:00〜18:00 2F貸切の為人数制
限の場合あり）
（最終日16：00） ▶8/7〜9…創進学園高等学校デザイン・アート
コース第4回校外展（最終日16：00） ▶8/12〜22…第5回夏休みわくわく体験塾
展覧会 ▶8/15〜9/5…斉藤博文展〜謎と夢〜
（最終日15：00）

みずとつちの芸術祭2021
中央区 （仮想）

7/17〜9/26…メイン会場：ゆいぽーと
（中央区二葉町2-5932-7／tel.025-201-7530／9：00〜21：30／
最終日16：00／7/25・8/23休）
・サブ会場：西堀ローサ内
（お問い合わせ：みずつちサポーターズ）
▶ハアフーフ／にゅう潟研究所／松島菜月／松島咲月＋平岩史行／阿賀野川遡上計画／うえぽん／
明後日朝顔プロジェクト新潟／亀田Art & Light
（阿部和志・村木薫・Haloキャンドル）
等
弥彦村 弥彦の丘美術館
弥彦2502-1／tel.0256-94-4875／9：00〜16：30／会期中無休
▶6/19〜8/1…小林充也日本画展 ̶身近な風景と思い出が出会うとき̶
▶8/21〜10/3…刻の行方 田中守展
発行｜認定NPO法人 新潟絵屋 Tel&Fax 025・222・6888
制作｜新潟絵屋・井上美雪 パルスデザイン・飯塚
発行日｜2020.7.15 発行｜1400部 創刊｜2008.1.15 www.niigata-eya.jp

PICK UP

新潟島と
その周辺

北方文化博物館 新潟分館
9：30〜17：00／月休／中央区南浜
通2‒562／tel. 025‒222‒2262
▶通年 良寛と會津八一の墨蹟展

敦井美術館

北前船の時代館 新潟市文化財

※掲載情報は変更となる場合がございます。

新潟市新津美術館
10：00〜17：00（券売閉館30分前まで）／月休
（ただし7/26、
8/9開館）
／秋葉区蒲ヶ沢109‒1／tel. 0250‒25‒1300 ▶6/26〜8/29
… 創業200周年記念 フィンレイソン展
7/24、
8/22… スライドトーク
（14：
00／レクチャールーム／講師：担当学芸員／申込不要／要当日観覧券）

新潟県立 万代島美術館
10：00〜18：00／7/26・8/2・23休／中央区万代島
5 ‒ 1 朱 鷺 メッ セ 内 万 代 島 ビ ル 5 F／ t e l .
025‒290‒6655 ▶7/3〜9/5…大地のハンター展

あさひまち展示館

10：00〜16：30
（12：00〜13：00休）
／月火、
8/11〜
13休／中央区旭町通 2‒746 ／ tel. 025‒227‒2260
▶6/19〜8/22…日本酒学展 ▶7/21〜8/29…
「殻」
展
7/31…オンラインイベント「おうちで
ミュージアム」
（14：00〜15：30／要申込・7/25迄）

新 潟 日 報メディアシップ

9：30〜17：00
（4〜9月18：00 ／月
休（8/9開館）
、
7/27休／中央区柳
島町2‒10 ／tel. 025‒225‒6111
▶7/17〜8/29…企画展「川・街
・港 変わりゆく風景」

新潟大学

9：00〜21：00／月休（ただし8/9開
館）7/27・8/10休／中央区西大畑
町5218‒1／tel. 025‒222‒2676
▶8/5〜9/5 …光をとる１「Truth is
One ミーヨン写真展」
8/21…ギャラリートーク 「戻らな
ければならない場所がある気がす
る」
（聞き手・大倉宏／500円／要
申込8/4〜）

広域地図

新潟市歴史博物館

砂丘館

新潟駅界隈

柳都大橋〜西大畑

9：30〜18：00／月休（8/9、8/10
は 開 館 ）／ 中 央 区 西 大 畑 町
5191‒9／tel. 025 ‒223‒1622
▶4/24〜8/29…コレクション展 I
顔 、あ つ め まし た！
7/17、8/21…コレクション展ギャ
ラリートーク
（14：00 ／担当学芸
員による解説／要当日観覧券）
▶6/19〜8/29…25周年記念 る
ろうに剣心展

3

③8/19〜9/7… トートバッグに描いてみたら…展

2

1

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

新潟市美術館

④8/18〜27…星伸二展

①8/7〜15…角田淳 個展

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

gallery tanne

③8/12〜17…「まだ乾いていない」〜新潟美術学園OB油絵展
（初日13：00〜）

②7/30〜8/1… 成安造形大学
「イラストレーションの世界展2021」
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