2022 2/17 〜 3/25号 スケジュール面

2022.2.10

GALLERY INFORMATION & EVENT SCHEDULE ギャラリーのご案内 2022年2/17（木）〜3/25（金）までのイベント・展示スケジュール
2/17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3/1 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
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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※掲載情報は変更となる場合がございます。
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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

月木金12：00〜17：00／土日13：00〜17：00 火水休
中央区医学町通1-41・医学町ビル101号室 tel. 090 ‒1051‒9775

土

日

月

火

水

木

金

土

2

①2/19〜23…新潟大学美術部 春展

10：00〜18：00（会期最終日17：00まで）月休（祝日の場合翌日）
3/1・15・22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
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
11：00〜18：30 水休
中央区西堀前通 1‒700 tel. 025‒211‒8080
コンサート問合・コンチェルト tel. 025‒225‒0300

金

日

月

火

水

木

金

3

4

②3/8〜13…つくね美術部 グループ展
④3/25〜27…津軽こぎん刺し 作品展示会＆手作り品即売
③3/19〜21… 東方二次創作写真展 新潟幻想入り展（19日12：00〜18：00、20日10：00〜18：00、21日10：00〜16：00）

1

2

①2/16〜27…若林千春 作陶展

3

②3/2〜13…“ほっと”“ほのぼの”“にっこり”と佐藤陽一の世界展 Vol.5

③3/16〜27… 長谷部昇 作品展 ̶ペンと墨による世界̶
（最終日16：00）

◎その他の予定：2/26〜3/27...ドンタク玩具社のこけし展（会場：新潟市美術館ミュージアムショップルルル／9：30〜17：00／月休、3/21営業・3/22休／tel. 070−6670−9334）
1

①2/13〜4/3…「蔵織・山作家と江戸・明治・大正の雛人形」展
◎その他の予定：

1

①2/5〜20…寺村光輔 展
※常設不定期にオープン。営業時間：火木曜日11時〜16時／日曜日13時〜16時

11：00〜18：00 日月火水休

にいがた「銀花」
もくきんど 中央区東堀通5‒426 tel. 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）
1

3

4

5

新潟島

楓画廊／医学町画廊

11：00〜18：00 中央区東中通1-86-19
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

あらき ギャラリー

11：00〜18：00（最終日16：00） 火休
中央区西堀通 5‒ 854 紗衣ビル1F tel. 025‒228‒2090

ヒメミズキ

11：00〜18：00 火休、3/25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、2/1〜3/18冬季休廊
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、3/3・17休
中央区古町通 8‒1438 tel. 025‒224‒1397

① 2/11〜28…シルクスクリーン（孔版画）展 色彩の調べ

新潟絵屋

11：00〜18：00（最終日17：00） 2/28・3/14・15休
中央区上大川前通 10‒1864 tel. 025‒222‒6888

①2/16〜27…石川九楊展 一
②3/1〜13…田村憲一展
③3/16〜29… 石川九楊展 二 （同時期開催 2/16〜3/27…石川九楊展／会場：砂丘館）
◎その他の予定: 3/17…石川九楊講演会「良寛の書を語る」
（14：00‒／会場：新潟市民プラザ／1,500円／砂丘館へ要申込）

2

①2/19〜27… 岩本彩花 版画展
③3/5〜13…さかいともみ展（1F）
Therefore（2F） ②2/24〜3/1…中山綾乃×山田モモ展（1F） ④3/5〜13…月刊ヒラタヒロヒコ展（2F）

tel. 025‒224‒7650
1

2

①2/19〜28…自画像＋小品展
→予告

3

②3/2〜3/11…第６回アクセサリー&ミニアート展

3/26〜4/3…伊藤亜木 志村和晃 2人展

1

2

②3/4〜15…ピュシス展 XI

1

2

3

1

①2/17〜3/1…手作りおひなさまと小物展

広域地図

ARTギャラリーHAFU

10：00〜17：30 水休、冬季休廊
北区太夫浜1013-4 tel. 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

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14：30） 月休（祝日の場合翌日）
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

ギャラリー やまぼうし

9：30〜16：00（最終日15：00） 水休
秋葉区あおば通 1‒10-9 tel. 0250‒25‒1181

①2/17〜27…冬のおくりもの photo 8人展

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

①2/5〜21… 尾身伝吉木版画の世界〜雪国の四季

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

10：00〜16：00（最終日15：00）
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日休
西蒲区巻甲2927 tel. 0256‒72‒2450

SHIRONE PRESSO

10：00〜17：00 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
（最終日16：00）2月〜3月下旬まで冬季休廊
長岡市呉服町2‒1‒5 tel. 0258‒77‒2981

→予告

gallery tanne

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

常設展

1

2

①2/26〜3/1…谷帽子展

②3/19〜25…鈴木和弘・陶展

1

2

①1/5〜2/27…刻を越えた先の出会い「ドライフラワーと流木を使った作品」里乃彩 サトノイロ ミニブーケ、ハーバリウムなど
②3/1〜3/31…「庭木のスプーンとトふだん使いの器」ミノトコ工房

1

2

2

故郷の風景展〜

②3/5〜27… 夫と妻のふたり展 竹井友輝（漆マンガ・漆器）横木菜美子（切貼絵）

1

◎その他の予定：3・4月は休廊
②2/4〜20…福井の蟲たち展 ̶時空をこえて漂う̶
（出品：阿部克志、山田智恵、長谷川一夫、さいとうようこ、鈴木晃、久畑昌宏、風間忠雄、笠松優希、フジタヨウコ）

１・２月展示なし
1

2

①2/19〜3/6…手づくりのつるしびな・ひな人形展
1

②3/2〜4/3…Rieko Honma 写真展 『白日夢』 ―夢と現実の境界線―

3/28〜4/10…2022 SPRING EXHIBITION ̶ Journey ̶

新潟市新津美術館

新津記念館
10：00〜16：00 ／
月休、11月下旬〜翌4月上旬休／中央区旭
町通1‒754‒34／tel. 025‒228‒5050

敦井美術館
10：00〜17：00／
日祝休／中央区東大通1‒2‒23 北陸ビル1F／
tel. 025‒247‒3311 ▶1/5〜3/12 … 館蔵コ
レクションによる「墨蹟と良寛展」

北方文化博物館

巻菱湖記念時代館

9：00〜16：30／月休／江南区
沢 海 2‒15 ‒25／tel.
025‒385‒2001
▶2/19〜3/21…享保雛の展示
▶3/18〜21…光越窯の器展（西
門ステージギャラリー）

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。

9：30〜16：30／12/20〜 2/28冬期休館／
中央区南浜通2‒562／tel. 025‒222‒2262
▶3/1〜4/3…南浜伊藤家の雛飾り ▶通年
良寛と會津八一の墨蹟展

安吾 風の館

新潟市 會津八一記念館

旧齋藤家別邸

9：30〜17：00（4月〜
9月18：00閉館）／中央区西大畑町576／tel.
025‒210‒8350 ▶2/22〜3/21…ひなまつり

10：00〜16：00／月火休（祝休日の場合翌日）
／中央区西大畑町5927‒9／tel. 025‒222‒3062
▶1/5〜3/27…安吾って!? Part 4

篠田桃紅 作品館

10：30〜18：00（最終入館は17：30まで）／月 11：00〜16：00／月休（祝日の場合翌日）／
休（祝日の場合翌日）3/14〜4/1休／中央区西 中央区学校町2‒5245‒4／tel. 025‒201‒8028
船見町5932‒561／tel. 025‒378‒3773
（予約をおすすめ） ▶篠田桃紅作品のコレク
▶1/22〜3/13…粛粲寶の「神・仏・人」展
ションを展示

ギャラリーミュージアムマップ

配布場所のご案内

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

10：00〜18：00／月休（祝日の場合翌日）
／ 新 潟 日 報 メディア シ ップ 5 F／ t e l .
025‒282‒7612 ▶12/21〜3/27…『會津
八一全歌集』刊行70年 會津八一の短歌と
生活
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）3/7〜4/4休館／中央区万
代3‒1‒1 新潟日報メディアシップ5F／tel.
025‒250‒7171 ▶1/18〜3/6…日本美術
界の旋風児・尾竹竹坡 後期
2/26
…担当学芸員による解説会（14：00〜／30
分／申込不要／要当日観覧券）

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

PICK UP
北前船のおくりもの

10：00〜17：00 ／月休（2/21 開館）／秋葉区蒲ヶ沢 109‒1 ／
tel. 0250‒25‒1300 ▶1/22〜3/6…秋葉区ゆかりの作家たち
3/3…こどもタイム（10：00〜13：00）、MINIATURE LIFE
展 2 田中達也 見立ての世界 前売り券発売中（3/18まで）

広域地図

新潟島と
その周辺

新潟県立 万代島美術館
10：00〜18：00／2/28・3/7・14休／中央区万
代 島5 ‒1朱鷺メッセ内 万代 島ビル 5F／t e l .
025‒290‒6655 ▶1/20〜4/10…サンリオ展
〜ニッポンのカワイイ文化 60年史〜

北方文化博物館 新潟分館

9：00〜21：30 ／2/28休 ／中 央 区 二 葉 町
2‒5932‒7 ／ tel. 025‒201‒7530
▶3/5〜3/6…ゆいぽーと春の絵本ひろば

※掲載情報は変更となる場合がございます。

新潟大学 あさひまち展示館
10：00 〜 16：30
（12：00 〜 13：00 休）
／月火休
／中央区旭町通 2‒746 ／ tel. 025‒227‒2260
▶ 2/19〜3/31…企画展「めでたい形 ̶あさ
ひまち展示館のひなまつり̶」

新 潟 日 報メディアシップ

9：30〜17：00／月休（3/21開館）2/24・3/22
休 ／中 央 区 上 大 川 前 通 12 ‒ 2 7 3 3／t e l .
025‒222‒0300 ▶2/19〜3/21…「ひな人形
とからくり人形」展 ▶2/26〜3/6…フラワー
アレンジメント展示「花で彩る」

新潟市芸術創造村・国際青少年センター

ゆいぽーと

③3/19〜27…パッチワーク作品展
̶キルトリボン

2

新潟駅界隈

柳都大橋〜西大畑

砂丘館
9：00〜21：00（2月は19：00閉館）／月休（祝日
の場合翌日）／中央区西大畑町5218‒1／tel.
025‒222‒2676
▶2/16〜3/27…石川九楊展（新潟絵屋同時期
開催）
3/17…石川九楊 講演会「良寛
の書を語る」
（ 14：00〜15：30／会場：新潟市
市民プラザ／1,500円／要予約／砂丘館へ電
話またはHPへ）

3

②3/9〜17…着古したＴシャツでつくったよ展

①1/6〜2/27…「本を届ける、本を見つける」ブックスはせがわ ギャラリーが本屋になる
※ノ縞屋ポップアップショップ併設

9：30〜17：00／月休3/21開館（翌22休）／中
央区西大畑町5191‒9／tel. 025‒223‒1622
▶/11〜3/27…LOVE＆LIFE コレクションより
愛をこめて
3/6…「画家・木下晋 作
品の世界を語る」
（14：00／講師：木下晋・画
家、出品作家／インタビュアー：青山裕子氏・
元NHKアナウンサー／無料／要予約 ＊2/18
〆切／詳細HPへ）、3/19…美術講座「障がい
者アートあれやこれや」
（14：00／講師：前山
裕司・新 潟市美 術館 館長 ／無 料／申込不
要）、3/13・20…担当学芸員による作品解説
会（14：00／申込不要／無料）

NSG美術館

③3/14〜25…鈴木美緒 曼荼羅アート展

1

新潟市美術館

旧小澤家住宅

3

②3/3〜12…フジタヨウコ展

MUSEUM INFORM ATION & EVENT SCHEDULE ミュージアムのご案 内 2022年2/17（木）
〜3/25（金）
までのイベント
・展示スケジュール

北前船の時代館 新潟市文化財

4

④3/23〜4/1… 宇賀治徹男スケッチ展
̶花を求めて̶

1

11：00〜17：00（最終日16：00） 水休

旧市長公舎

③3/12〜21…鈴木多美子展

① 3/19〜4/18･･･2022年オープン記念 ノ縞屋オリジナルプロダクト展

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

新潟市歴史博物館 みなとぴあ
9：30〜17：00（4月〜9月18：00閉館）／月休
（3/21開館）2/24・3/22休 ／ 中 央 区 柳 島 町
2‒10 ／ tel. 025‒225‒6111 ▶2/11〜3/27…
企画展「にいがた幕末の絵師」

⑤3/18〜28 …矢尾板克則展（1F&2F）

知足美術館

雪梁舎美術館

10：00〜17：00／日祝休／中央区
新光町10‒2 技術士センタービル
別棟2F／tel. 025‒281‒2001
▶2/8〜4/9…古都・大和路を描く
松山キヨヱの世界展 絵草子華

9：30〜17：00 ／月休／西区山
田 451 ／ tel. 025‒377‒1888
▶2/1 〜 3/27 …絵画でめぐる
世界旅行

ギャラリーみつけ
10：00〜22：00／月休（祝日の場合翌日）／見附市昭和町2‒4‒1／
tel. 0258‒84‒7755 ▶2/18〜27…へっぽこ親爺 山本正明 まねぶ
切り絵作品展（最終日16：00）▶3/1〜6…yumeyume展2022（最終
日16：00）▶3/6〜13 第11回白雪ノ会展 長岡造形大学絵画・版画Ｏ
Ｂ展（最終日15：00）▶3/18〜27…諸橋精光 超大型紙芝居「やまな
し」原画展（最終日16：00）▶3/23〜29 工芸7人展示〈工芸ウルト
ラセブン〉
（最終日16：00）

は
の時 期
催
毎年こ 潟市内で開
新

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、

湊にいがた 雛人形・町めぐり2022

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

安吾風の館・旧齋藤家別邸・新潟大学あさひまち展示館・北方文化博物館新潟分館・
旧小澤家住宅・小澤商店・魚や片桐寅吉・涼蔵・新潟古町まちみなと情報館・マリヤ人形店・
燕喜館・イリィ・西堀ゆきわ・蔵織・金巻屋・古町四番町商盛会・北方文化博物館・岩室温泉街・いわむろや

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

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

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

中央区

江南区

西区

西蒲区

東区

南区

秋葉区

北区
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