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こんな電話は詐欺！ ★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に 自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番 ！

土土屋屋ささややかかのの人人形形展展
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　毎年恒例、アートの力でまちに新たなにぎわいと活力を生み出す一大アートイベント「新宿ク

リエイターズ・フェスタ」。8回目の開催となる今年も、数々のアート作品が新宿のまちを彩ります。

　今回は、フェスタ序盤から展示を行うアーティスト展を紹介します。8面では、こどもアートや

学生アートなどを紹介しています。今後の企画は、広報しんじゅく後号でご案内します。

【問合せ】新宿クリエイターズ・フェスタ実行委員会事務局（第1分庁舎7階、文化観光課にぎわい

創出等担当内）（5273）4220・（5273）3931へ。

10月8日 まで
開催中！
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　美術と社会の関係性を追求し、独自のユーモア

で衝撃的な作品を発表し続けている現代美術家の

椿昇さん。今年も、存在感たっぷりの新作バルーン

を公開します。

【日程】9月7日～10月8日

【会場】住友不動産新宿グランドタワー（西新宿

8―17―1）

Noboru TsubakiCC

河河口口 洋洋一一郎郎 展
　新宿を「宇宙に一番近い都市」と表現する

世界的CGアーティスト河口洋一郎さん。今

回は、関東初上陸となる新作「青い宇宙鳳凰

PHOECCO」（右写真）など2体の鳳凰のほか、

宇宙を案内するEGGYたち（左下写真）を西

新宿で展示します。
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【日程・会場】8月10日～

10月8日…新宿ＮＳビル（西

新宿2―4―1）、10月8日

まで…新宿ファーストウエス

ト（西新宿1―23―7）

椿椿 昇昇

直直角角犬犬立立体体作作品品展展 蟹蟹江江杏杏MAP
蟹蟹江江杏杏展展 aatt ルルミミネネ新新宿宿

【日程・会場】蟹江杏展atルミネ新宿…8月9

日～8月22日／ルミネ新宿ルミネ2（新

宿3―38―2）、直角犬立体作品展…9月10

日～10月8日／住友不動産新宿オーク

タワー（西新宿6―8―1）

　作家活動20周年を迎えた蟹江杏さん。蟹江杏atルミネ新宿では、1階東南口ショーウインドウでいつも上を向

いて涙を食べてくれる「直角犬」の立体作品を展示するほか、エスカレーターの装飾とサイネージで蟹江さんが日

野市の中学生と協力して描いた絵本「ぼくのまちにはもりがある」の世界観を再現します。直角犬立体作品展では

「直角犬」の立体作品を展示します。
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【日程】8月16日～21日

午前11時～午後7時

（21日は午後4時まで）

【会場】ヒルトピアアート

スクエア（西新宿6―6―

2、ヒルトン東京地下1階）

ちちょょっっととだだけけ
佐佐久久間間一一行行展展

佐佐佐久久久間間間 一一一行行行

【日程】10月8日まで

【会場】ハイアット リージェンシー

東京（西新宿2―7―2）

山山山口口口 健健健児児児MAP

山山口口健健児児展展
――bbeehhiinndd

　　 tthhee bbllaacckk――

ＴＴhhee PPeenn PPooiinntt~~線線ののそそのの先先へへ~~
【日程】8月9日～14日午前11時～午後7時（14日は午後4時まで）

【会場】ヒルトピアアートスクエア（西新宿6―6―2、ヒルトン東京地下1階）

矢矢矢野野野 ミミミチチチルルル 戸戸戸川川川 木木木蘭蘭蘭 高高高尾尾尾 斉斉斉

パパレレイイドドリリアアのの魔魔法法 境境界界線線 ＨＨiittppeennのの絵絵日日記記
～～ペペンンにに込込めめたた想想いい～～
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――静静寂寂なな都都市市風風景景―― 1
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【日程】8月10日～24

日（10日午後7時か

ら公開制作あり）

【会場】新宿センタービル

（西新宿1―25―1）

【日程】9月3日～10

月6日

【会場】住友不動産西新

宿ビル（西新宿 7―

20―1）
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BBee YYoouurrsseellff
――MMIINNNNAA
　　AAWWEESSOOMMEE展展――

【日程】8月30日～9

月30日

【会場】新宿マルイメン

8階（新宿5―16―4）

mmmaaakkkooommmoooMAP16

【日程】8月16日～21日

午前11時～午後7時

（21日は午後4時まで）

【会場】ヒルトピアアート

スクエア（西新宿6―6―

2、ヒルトン東京地下1階）

mmaakkoommoo aarr tt wwoorrkkss

““ワワーーププ””

彩彩

【日程】8月28日まで

（水曜日を除く）午前11

時～午後7時（23日

以降は午前10時から、

7日・14日・21日

・28日は午後4時ま

で）

【会場】ヒルトピアアー

トスクエア（西新宿6―

6―2、ヒル

トン東京地

下1階）

【日程】8月23日～28日午前10時～午後7時（28日は午

後4時まで）

【会場】ヒルトピアアートスクエア（西新宿6―6―2、ヒルトン

東京地下1階）
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【アーティスト展】

  河口洋一郎展

 蟹江杏展 at ルミネ新宿

 直角犬立体作品展

 ちょっとだけ佐久間一行展

 土屋さやかの人形展

 Be Yourself

　－MINNA AWESOME展－

 山口健児展

　－behind the black－

 PIPE

)Still A Black Star

)anonymous

)The Pen Point

　～線のその先へ～

)彩

)THE LANDSCAPE OF SILENCE

　－静寂な都市風景－

)三宅律子展「雨照り」

)makomo art works“ワープ”

)JagzZ TrickArt

)見えない挑戦

【こどもアート】

)パラスポーツ絵画作品展

　ボクと私の「夢」コンクール受賞

　作品展

【学生アート】

)学展アート＆デザインコンク

　ール優秀作品展

)新宿展

　ヅカまんっ！

)白花繚乱展
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▲EGGY SERIES(エギーシリーズ) 青い宇宙鳳凰PHOECCO（フェッコ）2018
(Yoichiro Kawaguchi

▲直角犬立体作品イメージ

▲今年度展示作品“anonymous”のイメージ

【日程】8月23日～28日午前10時～

午後7時（28日は午後4時まで）

【会場】ヒルトピアアートスクエア（西新

宿6―6―2、ヒルトン東京地下1階）

MAP 三三三宅宅宅 律律律子子子

三三宅宅律律子子展展 「「雨雨照照
ああめめああかか

りり」」

アアーーテティィスストト展展▲“mammalian”（2012）
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【日程】8月27日～

10月8日

【会場】新宿三井ビル2

階（西新宿2―1―1）

MAP8
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長長長坂坂坂 真真真護護護

【日程】8月6日～26

日（6日～8日に

公開制作あり）

【会場】新宿野村ビル

（西新宿1―26―2）
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