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■新宿区

AiDEM PHOTO GALLERY シリウス 贅沢な床写真展「贅沢な床 6」 神楽坂フォトセミナー写真展
 「光のもとへ」

飛木恒一郎写真展
「フィルムに刻まれた音魂たち」

グループ 11+1 写真展「シルクロードへ
2008 12 人の眼」

国境なき子どもた
ち 写真展 2010

エプサイト 山下晃伸「moving still life 
~ 公園の夜に見えたもの ~」 山口和也写真展「プロボクサー小松則幸」 ガイド会写真展「海のシェルパ 海・それぞれの顔」

～ 5/6

HCL フォトギャラリー新宿御苑 フォトクラブ NAKARAI 写真展
「私の一押しショット」 「写友花 8 人展」 羽生桂子写真展「MOTHER FARM」 森本菊夫作品展

「SWING -Digital Camera Art」

企画ギャラリー　明るい部屋 明るい部屋 1 周年記念展 キリコ写真展「旦那 is ニート」 小野寺南 写真展「冬」

ギャラリー蒼穹舎 水谷幹治写真展
「cold sun」 熊木裕高写真展「日々新又日新 ひびあらたにしてまたひびあらたなり」 Rod Parry 写真展「YUME / Jinsei」～ 5/2

ギャラリー・ニエプス 新納翔写真展「道脈 3」

Gallery Bar 26 日の月 まるやま杏子「with natural grace」 柴田秀一郎「バス停留所」

コニカミノルタプラザ ギャラリー
南しずか
斉藤麻子
高草操

福田伸吉写真展「草原の鉄路」 フォト・プレミオ 2010: 杉野真理写真展「うつせみ」 オープロジェクト presents 
軍艦島全景 - 未来の記憶

渋谷敦志写真展「明日があるから～国境に生きるビルマ難民は今」 フォト・プレミオ 2010: 竹田武史写真展「茶馬古道をゆく」 野町和嘉写真展
「サハラ、砂漠の画廊」

～ 5/10甲斐扶佐義写真展「Kyoto behind Kyoto ～夢のパサージュ」 第 35 回木村伊兵衛写真賞受賞作品展

サード ディストリクト ギャラリー 宮沢豪写真展「影を撮む ( かげをつまむ )」 三根潤写真展「Yokohama #08」 写真集刊行記念写真展 
石垣裕「in order to see」～ 5/2

新宿眼科画廊 写真グループ「新宿東京日本」展
4/10 ～ 写真ワークショップ + 展示 川村公志個展「ヒカリ Vol.02」

新宿御苑アートギャラリー 2009 新宿御苑フォトコンテスト入賞作品展

新宿ゴールデン街 [こどじ ] 百々武写真展「馬見」 下河邉元春「節分の “ お化け ”」

新宿ニコンサロン

新宿ニコンサロンbis21

島内英佑展
「セピア色の吉野川」

永冨恵子写真展「引きこもりから社会へ～
ニュースタートの若者たち」 井上尚久写真展「バーチャリゼーション ( 仮想化 )」 Ryan Libre 写真展～ 5/3

2009 年度 TopEye フォト
サロン入賞作品展 米山洋平写真展「3.141」 デジスコ倶楽部「第 7 回デジスコ写真展」 東日本読売写真クラブ「2010 東日本読

売写真クラブ連合展」 鈴木慎之介写真展「代謝」

新宿フォトスクエアーコーナー ニコンカレッジ専門講座 S-10 芳賀講師第 1 回 ニコンカレッジ専門講座 S-10 芳賀講師第 2 回 ニコンカレッジ専門講座 S-9 梶山講師第 1 回

TOTEM POLE PHOTO GALLERY 下平竜矢「星霜連関」 國廣柚久子写真展「good old 
days」 伊藤美幸写真展「ctomtom」 大村翔壱「砂のお城」

nagune 式島零写真展「park」

ビジュアルアーツギャラリー東京
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写真展カレンダー写真 楽 生活 （1）

※ご注意　実際にお出かけの際は、必ず各会場のサイトを参照して、電話で確認をされることをおすすめします。 
無休のギャラリーと定期的に休館のギャラリーがあります。このカレンダーには休館日を記載していません。
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