2 平成31年（2019年）4月21日

凡例

1

面

くもんの子ども浮世絵コレクション

遊べる浮世絵展
4/28 ㈰ ～ 6/9 ㈰ 10：00～18：00

関連情報があります

会期中の催し
催し名など

江戸の庶民の生活を描いた浮世絵には、子どもたちが無邪気に遊
び、成長する姿が数多く描かれています。本展では、公文教育研究
会所蔵作品の中から江戸時代の子どもたちの生活や遊びを題材に、
1
浮世絵、絵巻、絵本、玩具など約170点を展示します。 面
▶観覧料：一般1,000円、高校・大学生と65～74歳の方800円、中
学生以下と75歳以上の方無料 ※一般以外の方は、年齢を確認で
きるものが必要です。

日時

1講 演会
「もっと！遊べる浮世絵！」
▶定員：60名（抽選）

中学生以上

2鑑 賞プログラム
「トコトコ美術館vol.27
テーマ：おもちゃ」
▶定員：各5組（抽選）

5/18㈯
Ⓐ10：30～12：00
Ⓐ～Ⓓ
Ⓑ14：00～15：30
3 歳以上の未就
5/19㈰
学児と保護者
Ⓒ10：30～12：00
ⒺⒻ
Ⓓ14：00～15：30
小 学1・2年 生と
5/26㈰
保護者
Ⓔ10：30～12：30
Ⓕ14：00～16：00

※月曜休館（ただし4/29㈷、
5/6㉁は開館。5/7㈫は休館）
。
（入館は17:30まで）

お 休 みします【 展 示 作 業 のため 】4 / 2 2 ㈪ 〜 2 7 ㈯

対象

3オープニング
ミニコンサート

6/2㈰
15：00～16：30

講師・出演
国学院大学
文学部教授／
藤澤紫

－

こと

－

4/28㈰
11：30～12：00

4さ んでー工作
おもちゃ絵を組み立てよう！
▶材料費：100円

－

5/5～6/9の毎日曜
10：30～17：00
※受け付けは当日
10：00～16：00。

－

5学 芸員による
ギャラリートーク

－

4/28㈰10：30から
5/16㈭15：00から

－

箏・三味線／
松浪千紫ほか

※1観覧券の半券
（当日以外も可）が必要です。2~5当日の観覧券が必要です。

▶申込：12往復ハガキで①催し名（12の別。2はⒶ～Ⓕの別も）②参加者全
員
（1は2名まで。2は3名
〈お子さん2名、保護者1名〉
まで）
の住所・氏名(ふりが
な)・年齢(学生は学年も)・電話番号を、15月17日27日
（必着）
までに練馬区立
美術館へ ※同ホームページ
（https://www.neribun.or.jp/museum/）からも
申し込めます。 ※3～5は事前の申し込みは不要です。

歌 川 芳 藤「 鬼 ○ 外 福 ○ 内
豆満喜双六」1861年

歌川国芳「押絵羽子
板 牛若丸」1843～
46年ごろ

菊川英山
「子供遊七福神 大黒」
1811年ごろ

場所・申込先

練馬区立美術館
（〒176-0021貫井1-36-16）
☎3577-1821

ゴールデンウィーク中の休日医療関係機関
●休日急患診療所

☎3924-2288

桶谷整骨院（桜台4-1-6）

☎3948-7665

4

塚田接骨院（石神井町3-27-7） ☎3996-0397
関口接骨院（東大泉7-29-22） ☎3921-4970

5

町田接骨院（桜台3-14-14）

☎3991-2475

大幸接骨院（旭町1-15-11）

☎5997-3232

小池接骨院（西大泉1-33-4）

☎3923-3044

篠整骨院（栄町36-5）

☎3991-6623

6 さくらい接骨院
（富士見台4-13-2）

関町整骨院（関町北2-4-4）

日㉁

大泉学園整骨院
（大泉学園町6-28-29）

日㈷

☎5988-2290

たけくま整骨院（高松6-26-2） ☎3995-7378

日㈷

☎3922-0262

にだいら整骨院（桜台1-5-4） ☎3993-7866

月

練馬総合病院（旭丘1-24-1）

☎3922-2911

日㉁

日㉁

（東大泉3-29-10）
6 久保田産婦人科病院

☎3920-6263

☎5848-3252

植村接骨院（東大泉6-50-9）

日㈷

☎3922-2912

ゆうし接骨院（高松3-13-7）

日㉁

1 川満外科
（東大泉6-34-46）

田中脳神経外科病院（関町南3-9-23）

5

日㈷

⺼

☎3557-2001

日㉁～

5 浩生会スズキ病院
（栄町7-1）

にだいら整骨院（桜台1-5-4） ☎3993-7866

坂口接骨院（氷川台4-49-11） ☎3937-0660
３ たがら接骨院（田柄2-27-16） ☎3939-3659

☎3922-0262
☎5988-2290

☎3594-3289

てらす整骨院（南大泉4-55-7） ☎6767-8348

日㈷

練馬総合病院（旭丘1-24-1）

☎5848-8034

日㈷

日㉁

（東大泉3-29-10）
30 久保田産婦人科病院

☎3920-6263

☎3920-5556

日㉁

２

日㉁

日㈰～

田中脳神経外科病院（関町南3-9-23）

☎3999-9334

日㉁

1

月

☎5387-3111

⺼

28 大泉生協病院
（東大泉6-3-3）

☎3931-1050

にだいら整骨院（桜台1-5-4） ☎3993-7866

●休日診療当番医療機関
診療科目を必ず電話で確認の上、来院してください。
▶診療時間：午前9時～午後7時
☎3922-2912

☎3922-2911

牧内整骨院（北町1-1-18）

30 サイトウ田柄接骨院
（田柄3-7-17）
フカサワ整骨院
（上石神井2-30-20）

日曜・祝休日の10：00～
11：30、
13：00～16：30
※当日、
電話で要予約。

4 川満外科
（東大泉6-34-46）

植村接骨院（東大泉6-50-9）

池島接骨院（関町北2-31-7）

日㉁

歯科

練馬歯科休日急患診療所
（豊玉北6-12-1
区役所東庁舎3階）
☎3993-9956

☎3958-4325

たがら接骨院（田柄2-27-16） ☎3939-3659

日㉁

石神井休日急患診療所
（石神井町3-30-26
石神井庁舎地下1階）
☎3996-3404

土曜の18：00～21：30
日曜・祝休日の10：00～
11：30、
13：00～16：30、
18：00～21：30
※予約不要。
※15歳以下の方は保護者
同伴。

三晴接骨院（小竹町2-8-8）

29 さくらい接骨院
4
（富士見台4-13-2）
日㈷
月

内科・小児科

練馬休日急患診療所
（豊玉北6-12-1
区役所東庁舎2階）
☎3994-2238

28

日㈰

小児科

練馬区夜間救急
こどもクリニック
（豊玉北6-12-1
区役所東庁舎2階）
☎3994-2238
※小児科専門医が診療。

受付日時
土曜の18：00〜21：30
日曜・祝休日の10：00～
11：30、
13：00～16：30、
18：00～21：30
※予約不要。
※15歳以下の方は保護者
同伴。

日㈷
月

場所

●休日診療当番接骨院
認め印を必ずお持ちください。
▶施術時間：午前9時～午後5時

（向山4-12-8） ☎3825-8455
28 古田歯科医院
森山歯科クリニック
☎3925-5825
（大泉学園町7-8-30）
沼口歯科医院
☎5995-0804
29（小竹町1-36-5）
4
大川内歯科医院
☎3997-2535
（石神井台3-24-20）
高梨歯科クリニック
☎5998-8211
30（光が丘3-7-1）
岩田歯科医院
☎3996-0269
（石神井町3-24-7）
市川歯科医院
1
☎3932-3719
（平和台1-31-16）
かぶらぎ歯科（高野台3-7-8）☎5372-1182
治田歯科医院
☎3933-1513
２ （早宮2-16-31）
いくた歯科クリニック
☎3924-5070
（大泉町1-1-29）
（旭町3-11-1） ☎3979-1182
３ ナカムラ歯科
田中歯科医院
☎3921-4180
5
（南大泉5-31-16）
（向山4-22-8） ☎3990-2525
4 堀内歯科医院
石塚歯科医院
☎3996-2882
（石神井町2-31-29）
（高松2-3-15） ☎3970-4123
5 結城歯科医院
おおの歯科医院
☎3996-1118
（下石神井4-5-20）
（田柄2-6-21） ☎3930-8888
6 小杉歯科医院
かわべ歯科医院
☎3867-6769
（東大泉1-30-13）
日㈰

必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。▶問合せ：地域医療課☎5984-4673

●歯科休日診療当番医療機関
当日、事前に電話で連絡してください。
▶診療時間：午前9時～午後5時

●順天堂練馬病院・練馬光が丘病院
4月30日㉁～5月2日㉁は通常診療を行いま
す。診療科目など詳しくは、お問い合わせいた
だくか各病院ホームページをご覧ください。
順天堂練馬病院☎5923-3111
練馬光が丘病院☎3979-3611

●その他の医療機関
東京 都医療 機関案内サービスひまわり☎
5272-0303
（24時間自動応答）
、
同ホームページ
☎3999-9334
（https://www.himawari.metro.tokyo.jp/）
☎3920-3997
や区ホームページをご覧ください。

