■アートプロジェクト
番号

会場

作家名／《作品タイトル》

万1

森北伸 《耕す家 Cultivate house》

万2

ナウィン・ラワンチャイクン 《四季の便り》

万3

大西康明 《untitled》

万4
万5

メイン会場
万代島多目的広場

10:00〜18:00
伊藤公象 《地表の襞 eros&thanatosの迫 ㊡水曜（8月15日を除く）
間》
塩田千春 《どこへ向かって》

万7

遠藤利克 《Trieb―地中の火》

万8

岩崎貴宏 《untitled》
新潟駅

万10

信濃川やすらぎ堤

砂1

砂２

砂３
砂4

間島領一 《日の丸弁当》

会期中終日

新潟市中央区花園1-1-1

ジャウマ・プレンサ 《THE HEART OF
TREES》

会期中終日

新潟市中央区一番堀通町3-2近く

10:00〜18:00
㊡水曜（8月15日を除く）

新潟市中央区二葉町2丁目5932-7

伊藤遠平 《ミーヤ・ホーヤと不思議な海
の仲間たち》 《もりびとたち》
サテライト会場
ゆいぽーと
新潟市芸術創造村・
国際青少年センター

占部史人 《浮き寝の旅 Drifting Through》
阪田清子 《Landscape―水の緒》

砂6

丑久保健一 《1・0・∞のボール》

砂7

角地智史 《私への贈り物、私への忘れ
物》

砂8

冨井大裕 《粘土の為のコンポジション》

砂11

伊藤知香 《日常より》

砂12

柳根澤 《A Landscape, Flowing Down》

砂13

荒井経 《べろ藍の風景》

NSG美術館
砂14

10:30〜18:00（最終入館は17:30）
㊡月曜（祝日または振替休日の場合は翌
セルゲイ・ヴァセンキン 《ぼくは船長にな 日）
る》

砂15

潘逸舟 《波を止めている夢》

砂16

梶井照陰 《NAMI》

砂17

遠藤利克 《Trieb―畳・近代》

砂18

池内晶子 《Knotted Thread》

砂19

砂丘館

山本糾 《光・水・電気》

砂20

青木野枝 《立山 - 2018 / 砂丘館》

砂21

古川知泉 《Rain Tree（降り注ぐ恩寵）》

砂22

安吾 風の館

砂23
旧齋藤家別邸
砂24
砂25

新潟市中央区万代島4-2

高見沢美穂 《きのぼりレリーフ（さかなの
群れ）》 《KOBAKO》

砂10

砂9

住所

松井紫朗 《Soft Circuit》 《Fish Loop》

万6

万9

スタンプラリー実施日

北方文化博物館 新潟分館

砂26
新潟市美術館
砂27
砂28

西海岸公園

砂29

関分記念公園

星野曉 《凍雲》

新潟市中央区西船見町5932-561

9:00〜21:00
㊡月曜（祝・休日の場合は翌日）
祝・休日の翌日（土・日曜の場合は火曜）

新潟市中央区西大畑町5218-1

10:00〜16:00
㊡月・火曜（祝日または振替休日の場合は
水曜）

新潟市中央区西大畑町5927-9

青木千絵 《BODY 08-2 ―昇華―》
《BODY 17-3 マケット》 《BODY 10-1 マ 9:30〜18:00（10月は〜17:00）
ケット》
㊡月曜（祝・休日の場合は翌日）
祝・休日の翌日（土・日曜の場合は火曜）
星野曉 《始まりのかたちー螺旋 17》

新潟市中央区西大畑町576

荒井経×柳根澤 《対話―砂丘列で潮音 9:30〜17:00
新潟市中央区南浜通2番町562
㊡月曜（祝日または振替休日の場合は翌
を聴きながら》
日）
9:30〜18:00
星野曉 《再生/コペルニカス以前の泥Ⅱ》
㊡月曜（祝日または振替休日の場合は翌
《古代緑地の雨》
日）、9/29
新潟市中央区西大畑町5191-9
※8/13は開館、9/26〜10/8は休館につき館
古川知泉 《Rain Tree（降り注ぐ恩寵）》 内には入れません。
南川祐輝 《おひるねハウス》

会期中終日

新潟市中央区西船見町5932-626ほ
か

管懐賓 《心園の渡り》

会期中終日

新潟市中央区関屋2-44

番号

会場

鳥1

鳥2

作家名／《作品タイトル》

スタンプラリー実施日

住所

折元立身 《STEP IN》

天寿園

鳥3

9:00〜17:00（7・8月は庭園のみ21:00まで）
潘逸舟 《循環》 《痛みを伴う散歩》 《波
㊡第2・4月曜（祝日・振替休日の場合は翌
を掃除する人》
日）

新潟市中央区清五郎633-8

山内光枝 《海胎》 《みつち・みずち》

鳥4

青木野枝 《もどる水 - 2018》
旧栗ノ木排水機場

鳥5

会期中終日

新潟市東区南紫竹1

会期中終日

新潟市中央区清五郎

高田洋一 《水の声―Water Whisper》

会期中終日

新潟市秋葉区蒲ケ沢109-1

磯辺行久 《栗ノ木排水機場は近代農業
土木の原点となった。》
日比野克彦 《BOAT HOUSE DOCK
YARD 〔船の家 造船所〕》

鳥6

清五郎潟

他1

新津美術館 前庭

他2

上堰潟

土屋公雄APT（＝アートプロジェクトチー
ム） 田原唯之＋木村恒介 《海抜ゼロ》

会期中終日

新潟市西蒲区松野尾1

他3

角田浜

浅葉克己 《ヒエログリフ》

会期中終日

新潟市西蒲区角田浜

■市民プロジェクト(地域拠点)
番号
北１
東１
中１

設置場所

プロジェクト名

スタンプラリー実施日

「とよさかベースキャンプ」会場 地域拠点プロジェクト 友政麻理子「よろっ
11:00〜17:00
内
となすベースキャンプ」
知ることから始めよう「写真で綴る 地域 8／1(水)〜9／28(金)内の平日
「博進堂本社」入口受付付近
の歩みと産業の関わり」
9:30〜16:30
なじらね沼垂『しんこ屋』屋内 ニュー沼垂ラジオ2018 水と土と沼垂

中２

「礎保育園」入口付近

中３

「八十八本町」前

江１

「えんでばよこごし」店内

秋１

町屋アートギャラリー「薩摩
屋」内

秋２

「秋葉硝子」内

南１

「たぬきの茶の間」内

南２

「天昌堂」屋内

西１

「内野まちづくりセンター」屋内

蒲１

いわむろや屋内

10:00〜17:00

休館日
月曜日、火曜日
土日祝日、8/13〜8/16のお盆中
月・木

礎窯 2018 ONE MORE CUP STORY

会期中終日

妖怪祭り2018 in 新潟島

会期中終日

火曜日

よこごしたからもの創造発信事業

10:00〜17:00

火曜日

水と油の芸術祭（仮）

10:00〜17:00

平日

硝子の里復活「かつて新津はガラスの一
月土日祝の10:00〜16:00
大産地でした」
狸の婿入り行列プロデュース

土日祝の11:00〜17:00

天昌堂プロジェクト2018

火・木・土・日・祝の13:00〜18:00

2018内野新川ほたる＆写真展・アート拠
点化

７/14(土)〜10/7(日) 10:00〜17:00
※新川ほたる展示8/11(土)〜18(木)

にしかんを感じる拠点アート化プロジェクト 9:00〜19:00

火曜日〜金曜日
平日休み
月曜日、水曜日、金曜日
祝日
第1・3水曜休館

■にいがたJIMANポイント
番号

ポイント名

住所

スタンプラリー実施日

URL

J1

水の駅「ビュー福島潟」

新潟市北区前新田乙493

9:00〜17:00
㊡月曜（祝日の場合は翌日）

J2

じゅんさい池

新潟市東区松園2-2-1

会期中終日

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/park/shoukai/
area/higashiku/p̲junsaiike.html

J3

清五郎八人衆

新潟市中央区鳥屋野潟

会期中終日

http://www.niigata-satokata.com/learn/seigoro/

J4

江南区郷土資料館

新潟市江南区茅野山3-1-14

J5

石油の里公園
里山ビジターセンター

新潟市秋葉区金津1193

J6

しろね大凧と歴史の館

新潟市南区上下諏訪木1770-1

J7

佐潟水鳥・湿地センター

新潟市西区赤塚5404-1

J8

樋曽隧道公園

新潟市西蒲区福井79

平日10:00〜19:00／日・祝日10:00〜17:00
㊡金曜
9:00〜17:00
㊡水曜（祝日の場合は翌日）
9:00〜17:00
㊡第2・４水曜（祝日の場合は翌日）
9:00〜16:30
㊡月曜（祝日の場合は翌日）
会期中終日

http://www.pavc.ne.jp/~hishikui/view.html

https://www.city.niigata.lg.jp/konan/shisetsu/yoka/
bunka/kounankyodo.html
https://www.city.niigata.lg.jp/akiha/shisetsu/yoka/l
eisure/satoyama̲vc.html
http://www.shiteikanrisha.jp/ootako/
https://www.city.niigata.lg.jp/nishi/shisetsu/yoka/s
akatashicchi.html

