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新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は  03（3209）1111、新宿区ホームページは  http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

令和元年（2019年）8月5日発行　第 2291号（7）

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 ！
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MAP 9 河河口口洋洋一一郎郎 展展
【日程・会場】8月10日～10月8日…新宿ＮＳビル1階（西新宿2―4―1）

スーパーエギー・ Yoichiro Kawaguchi

　新宿を「宇宙にいちばん近い都市」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、一緒に宇宙探検する宇宙生命体「スー

パーエギー」を展示します。

　"アート"の力でまちに新たなにぎわいと活力を生み出す「新宿クリエイターズ・フェスタ」。9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、広報新宿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6階、文化観光課にぎわい創出等担

当内）（5273）4069へ。詳しくは、公式ホームページ（http://www.scf-web.net)でも紹介しています。

1100月月1144日日 ままでで開開催催中中！！

アアーーテティィスストト展展
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((市市川川平平／／特特殊殊照照明明家家))

竹竹中中美美幸幸MAP 7

【日程】9月12日

～17日午前

11時～午後7時

（17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階展示室Ｃ）

MAP
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【日程】9月14日～10月15日

【会場】住友不動産新宿グランド

タワー1階（西新宿8―17―1）
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日日比比淳淳史史MAP
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【日程】9月9日～10月5日

【会場】住友不動産西新宿ビル1

階（西新宿7―20―1）

土土屋屋ささややかか
土土屋屋ささややかかのの人人形形展展
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【日程】9月2日～10月14日

【会場】新宿三井ビル2階（西新宿

2―1―1）

進進藤藤陣陣
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【日程】8月20日～9月3日（20

日午後7時から公開制作あり）

【会場】新宿センタービル1階（西

新宿1―25―1）

ちちょょっっととだだけけ

佐佐久久間間一一行行展展

佐佐久久間間一一行行MAP
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【日程】8月29日～9月4日午

前11時～午後7時

【会場】新宿パークタワー1階ギ

ャラリー・1（西新宿3―7―1）

広広川川泰泰士士MAP 8

【日程】9月14日～30日

【会場】新宿センタービル1階（西

新宿1―25―1）
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【日程】8月26日～31日午前11

時～午後6時30分（26日は午後

2時から、31日は午後4時まで）

【会場】ギャラリー渓（歌舞伎町

1―6―3、石塚ビル9階）

野野嶋嶋奈奈央央子子展展

野野嶋嶋奈奈央央子子MAP
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【日程】8月21日

～25日午前

11時～午後7時

（25日は午後5

時まで）

【会場】新宿パークタワー1階ギ

ャラリー・1（西新宿3―7―1）

【日程・会場】蟹江杏展atル

ミネ新宿「世界の女の子の

ために」…8月21日まで

／ルミネ新宿ルミネ2の1

階東南口ウインドー、1階東

南口寄りエスカレーター

（新宿3―38―2）、蟹江杏

作品展at新宿髙島屋…8月

7日～20日午前10時～

午後8時（金・土曜日は午後8

時30分まで。20日は午後

5時まで）／新宿髙島屋10

階インテリアアートギャラ

リー（渋谷区千駄ヶ谷5―

24―2）

蟹蟹江江杏杏展展 aatt ルルミミネネ新新宿宿「「世世界界のの女女のの子子ののたためめにに」」／／
蟹蟹江江杏杏作作品品展展 aatt 新新宿宿髙髙島島屋屋

MAP 11 蟹蟹江江杏杏

　ルミネ新宿では貧困や差別に立ち

向かう世界各国の女の子を描いた作

品を、新宿髙島屋では今年の新作を

含め多数の作品を展示販売します。

▼ルミネ新宿ルミネ2の1
階東南口ウインド―で展示

する作品のイメージ

▲(Atsuhiko Misawa,Courtesy of Nishimura Gallery
　《Animal2012-01Ｂ》（131×76×292cm）

三三沢沢厚厚彦彦MAP 10
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フファァーースストトウウエエスストトビビルル
【日程・会場】9月16日～29日…新宿ファーストウエスト1階（西新宿1―23―7）

　動物の姿を等身大で彫った木

彫り「Animals」を制作。

　今回は、新宿ファーストウエス

ト1階でヘラジカや虎の木彫り

を展示します。
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新新宿宿髙髙島島屋屋
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▼新宿髙島屋で展

示販売する作品の

イメージ

▲公開制作の様子

 時の塔

 土屋さやかの人形展''tempo"

 makomo art works''はずれ"

 PIPE

 ちょっとだけ佐久間一行展

 うつせみ

 竹中美幸展-Collaboration

with Taira Ichikawa(市川平

／特殊照明家)

 BABEL ordinary landscapes

 河口洋一郎展

)アニマルズ in ファーストウ

エストビル

)蟹江杏展 at ルミネ新宿「世

界の女の子のために」／蟹江杏

作品展 at 新宿髙島屋

)野嶋奈央子展

)色彩の瞬き

)呼吸する画面

)On the BOOK

)TIME time Time

【アーティスト展】

)ボクと私の「夢」コンクール受賞作品展

【こどもアート】

)「日学・黒板アート甲子園」黒板アート作品・写真パネル展

)宝塚大学教員展 -仁藤潤×神林優-

)宝塚大学 五光十色展

【学生アート】 Hand of Peace
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