
四日可
【今月のアート1

囲土・日曜（7月28日、8月18日は開館）

匪（財）新潟県国際交流協会
℡025－290－5650

「地球環境世界児童画コンテスト」に寄せられた

約40点を展示。文化の違いを超え、子どもらし

い素直な感性や、作

品に込めた地球環境

のメッセージを感じてみ

たい。

Wono EvanFa MIChaerEa

（インドネシア・12歳）

「収穫の時」

写真を愛するすべての
人のために－「写真力」展
8．2（木）～8（水）

長岡市／
長岡市立中央図書館2F美術センタ一
国9時30分～19時（最終日は16時まで）

画長岡市学校町1－2－2

回入場無料　園8月6日（月）
画TAJZAN会　℡0258－36－2685

日常の何気ない風景、当たり前の生活空間を

写しながら、作品を通して見る人に何かを伝える

「力」のある作品の数々を展示。

錦NISHIKl展

8．11（土）－19は）

新潟市／gt．moogaHery

匝＝1時～18時　壇新潟市江南区旭2－1－4

耳入場無料　囲会期中なし
凰gtm00ga11ery　℡025－384－0313

亀田地区の魅力を発信する「KAMEDA
ROCK FESTIVAL」内のイベント。アートで

亀田に‘‘錦を飾る”ような作品を、23人が表現する。

岩倉光昭写真展「いぬ」
8．14（火）～19（日）

新潟市ノ／新潟三越7F催物会場
囲10時～19時（最終日は17時まで、入場は閉

場の30分前まで）

国新潟市中央区西堀通5－866［劃　高校生以
上500円、中学生以下無料　薗会期中なし

圏新潟三越　℡025－227－1111（大代表）

写真家・岩合光昭が40年に及ぶ活動の中で追

い続けてきた、犬たちを一堂に集めた写真展。

人とともに生き街角に溶け込む姿、厳しい自然

の中で見せる表情など、約160点を紹介。

「紀州犬」（BMITSUAKllWAGO

照井清子ガラス展
開催中”8．2（禾）

新潟市ノ／てんゆう花

園12時～17時　画新潟市北区木崎2

週入場無料　囲会期中なし
圃てんゆう花　℡025－387－4110

碧嘔ふたたび虹のかなたに
7．28（土）～10．8（訃祝）
“虹の画家”の活動を

約110点で振り返る

あらゆるものを七色で覆う
“虹の画家”として知られる攣

≡慧慧芸新発田市在住のガラ　嘔の＼新潟初となる大規模な

警ス作家、照井清子の　回顧展0初期の油彩画から、
芸個展。アクセサリーや　　国際的な前衛美術運動「フル
芸慧慧　小物、皿、花入れな　　クサス」での活動、インスタ

〆よ＝　どが並ぶ。

「越後百景十選」
秋山孝ポスター展4
開催中～9．23は）

長岡市／秋山孝ポスター美術館長岡

囲11時～17時（入館は16時30分まで）

医長同市宮内2－10－8　匡Ⅰ入場無料

匪火曜　囲秋山孝ポスター美術館長岡
℡0258－39－1233

グラフィックデザイナーの秋山

孝が故郷・新潟をモチーフに

した連作10点をメーンに展

示。江戸時代の「名所絵」
に通じる世界を、現代の浮

世絵とも呼べるポスターで独

自に描き出している。

秋山孝
「『越後百景十選j秋山孝ポスター展4」

アートステージ妙高推進事業

長谷川義史絵本原画展
7．28（土）～8．5（日）

妙高市′／／新井総合コミュニティセンター

大会議室
囲9時～17時（最終日は16時まで）

国妙高市上町9－2　阻入場無料

囲会期中なし
圃公益財団法人妙高文化振興事業団
℡0255－72－9411

人気の絵本作家・長谷川義史の「どこどこどこ」

「いいからいいから」より、原画約40点を展示

する。ほか、長谷川義史の世界を楽しめる関

連イベントあり。

国際交流プラザ
「世界の子ともたち絵画展」
7．28（土）”8．31（金）

新潟市／新潟県国際交流プラザ
固9時～18時　国新潟市中央区万代島5－1

万代島ビル2F［召入場無料

レーションや観客参加型の体

験作品、本展のための新作も

加えた展示で、アーティスト

0慧芸芳監言≡票旨基軋
新潟市／新潟市美術館

囲　9時30分～

18時（観‡三春販

売は17時30分

まで）
昏新潟市
中央区西大畑
町519ト9

宵　一般1′000円、高大学生800円、

中学生以下無料　環　本居チケット

で、同会場で開催中のコレクション
属も韻貰可※10月2日（火）～4日（木）

は展示替えのためコレクション展は

休み　画　月曜（8月13日、9月17日、

「クリーチャー」　　　　10月8日は開館）、9月18日（火）
・静】匡の全容に迫っている。　1974年作家蔵　　　　匿新潟市美術館　℡025－223－1622

シャガール展2012－愛の物語－0慧雷雲霊器量票宝義軋
7．30（月）～9，23（日）

詩情あふれる色彩で
愛をうたいあげる

20世紀の巨匠マルク・シャ

ガール。最愛の妻との幸せな

暮らしをテーマにした「街の

上で」「散歩」など、代表作を

中心にした約100点を、その

生涯に沿って紹介する。1920

年に劇場の依頼で制作した、
一連の壁画の再構成も見どこ

ろ。幅約8メートルもの「ユダ

ヤ劇場への誘い」は圧巻だ。

新潟市／新潟県立万代島美術館

1「街の上で」1914－18年

トレチヤコフ美術館蔵

Phot（鳩raPhy汀heStateTretyakov（∋allery（已一ADAGP，ParlS＆SPDA，Tokyo，2012，Chagal低

頭10時～18時（説貰券販売は17時30分まで）筐　新潟市中央区

万代島5－1万代島ビル5F　匡］前売り／1．000円　当日／十脚′200

円、高大学生1′000円、中学生以下無料　亘8月6日（月）、20E∃洞）、

9月3日（ノ郡　担欄潟県立万代島美術館　缶025－290－6655

水の記憶吉原悠博映像プロジェクト
乱14（火）～9．2（日）

巡る“水”に迫った

壮大な映像作品

故郷である新発田市を拠点
に、歴史や風土をテーマにし

た映像作品を発表している吉

原悠博の「新川史眼」「さくら」

を紹介。2作品に共通するのは
“水力。地球を巡り続ける水が、

もしも太古からの記憶を持っ

ていたら……吉原が表現する

その答えを、縦4メートルも

の巨大画面で体感できる。

長岡市／新潟県立近代美術鮨

（写真2点とも）

「さくら」より

2009－12年作家蔵

珂9時～17時（韻語券販売は16時30分まで）廷長岡市千秋
3－278－14　度一般420円、高大学生200円、中学生以下無料

御月曜　周新潟県立近代美術館　℡0258－28－4111
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