区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。
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香月泰男展

2/6 〜3/27

香月泰男（明治44年〜昭和49年）は、戦争と抑留の体験を20年以上にわたって描いた

日
日
1 0：0 0 〜1 8：0 0（ 入 館 は1 7：3 0まで）
※月曜休館（ただし、祝休日の場合は翌日休館）。
※展示替えあり（前期〈2/6㈰〜3/6㈰〉
、後期
〈3/8㈫〜27㈰〉
）。

場 所・問 合 せ

令和4年
（2022年）
1月21日

「シベリア・シリーズ」
により、戦後美術史に大きな足跡を残しました。本展では、
「シベリア・
シリーズ」を他の作品とともに制作年順に紹介し、その創作の軌跡に迫ります。
▶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

練馬区立美術館☎3577-1821

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。

※その他割引制度あり。

「釣り床」 昭和16年 油彩・キャンバス
東京国立近代美術館蔵

「青の太陽」 昭和44年
油彩・方解末・木炭・キャンバス
山口県立美術館蔵

会期中の
催し

「雨
〈牛〉
」 昭和22年 油彩・キャンバス 「渚〈ナホトカ〉」 昭和49年
山口県立美術館蔵
山口県立美術館蔵

▶申込：往復ハガキで①催し名（

〜

の別。

対象
中学生以上

は2名まで。

−

鑑賞プログラム「あかちゃんと家族の鑑賞会」
鑑賞プログラム「トコトコ美術館vol.39

テーマ:黒」

〜

2/6㈰14:00〜15:30

場所
サンライフ
練馬

Ⓐ2/19㈯Ⓑ3/18㈮14:00〜14:20

2歳以下のお子さんと家族

2/20㈰Ⓐ10:30〜11:30Ⓑ13:30〜14:30
3/5㈯Ⓐ10:30〜12:00Ⓑ14:00〜15:30
3歳以上の未就学児と保護者
3/6㈰Ⓒ10:30〜12:00Ⓓ14:00〜15:30

ワークショップ「空想建築 立体モチーフから作る絵画制作」
▶講師：版画家／山口茉莉▶材料費：2,000円
は観覧券の半券、

日時

2/26㈯14:00〜15:00

学芸員によるスライドトーク

お休みします

〜

貫井1-36-16 練馬区立美術館へ ※同ホームページ
（https://www.neribun.or.jp/museum.html）
からも申し込めます。

講演会「香月泰男とふるさと三隅」
▶講師：香月泰男美術館学芸員／丸尾いと
講演会「香月泰男とわたし」▶講師：画家／野見山暁治

〜

はⒶ〜Ⓓの別も）②参加者全員（

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、〒176-0021

催し名など

※

はⒶⒷ、

油彩・方解末・木炭・キャンバス

中学生以上

3/19㈯・20㈰10:30〜17:00
【2日制】

定員 申込期限
（抽選） （必着）
30名

1/25

30名

各10名

2/10
Ⓐ2/4
Ⓑ3/4
2/4

各5組

2/18

10名

3/4

各30名
練馬区立
美術館

は当日の観覧券が必要です。

1/31㈪〜2/5㈯【展示作業のため】

情報あらかると

県東御市）▶申込： 2月27日㈰ 3月 （必着）
までに〒176-0001練馬1-17-1
10日㈭までに電話で練馬区スキー協 ねりま観光案内所☎3991-8101
会☎090-6341-9159
（平日午前9時〜
子どものための講座
午後5時） ※同ホームページ
（http://
ミニガイド
www.nerima-ski.com）からも申し込
区内の団体に委託して実施。▶問合
せ：育成支援係☎5984-1292
◆中学校夜間学級の生徒募集 都 めます。
ジュニア春スキー教室▶日程：3月
内の公立中学校8校では、小中学校を
子育て学習講座
卒業していない方や、諸事情により中 27日㈰・28日㈪の1泊2日▶定員：40名 ◆子育て世代の
「お金について知り
▶宿泊費など：小学生3万5000 たい！」
学校で十分に学べなかった方のための （抽選）
▶ 対象：子育て中の保護者▶
日時：2月6日㈰午後2時〜3時30分▶
夜間学級を設置し、生徒を募集してい 円、中学生3万8000円
練馬区ジュニアスキー選手権大会▶ 場所：生涯学習センター▶定員：20名
ます。16歳以上の方であれば、国籍に
▶費用：300円▶申込：電話で
関係なく入学の相談を受け付けます。 日程：3月28日㈪▶内容：大回転競技▶ （先着順）
（先着順）
▶参加費：2,000円 どきどきなかま・木村☎090-6342また、一部の学校では日本語学級も開 定員：50名
設しています。いずれも授業料は無料 ◆ねりまのねり歩き
（ⒶⒷ大泉映画・ 7344（午後4時〜8時） ※保育あり(1
です。 ※設置校など詳しくは、お問 アニメコースⒸⒹ田柄梅林・ねりま 月28日㈮までに要予約。1歳児以上対
い合わせください。▶問合せ：足立区 の農の風景コース）
▶日時・場所：Ⓐ 象。定員10名)。
立第四中☎3887-1466
（午後2時〜9 2月14日㈪Ⓑ17日㈭午前9時20分西
ねりま遊遊スクール
時）
武池袋線大泉学園駅集合〜大泉名水 ◆スポーツなど▶申込：当日会場へ
◆中学生意見発表大会▶日時：2月 会〜東映東京撮影所〜午後0時30分 ※未就学児は保護者同伴。 ※ 〜
5日㈯午前10時〜11時30分
（午前9時 T・ジョイSEIBU大泉解散(約2.5㎞ ) は保護者の参加も可。
30分開場）▶場所：生涯学習センター Ⓒ26日㈯Ⓓ28日㈪午前9時20分都営
光が丘体育館▶対象：小学生▶日時：
▶内容：豊玉中、豊玉第二中、開進第 大江戸線光が丘駅集合〜田柄梅林公園 2月5日㈯午前9時30分〜正午▶内容：
二中の生 徒による意 見 発 表▶定 員： 〜愛染院〜午後0時30分集合場所解散 キッズチアダンス▶定員：30名
（先着
120名
（先着順）▶申込：当日会場へ▶ (約5㎞ )▶定員：各15名
▶費用：50円
（抽選）▶保険 順）
問合せ：青少年育成第一地区委員会事 料など：500円▶申込：往復ハガキで①
総合体育館▶対象：5歳児〜中学生▶
務局☎5984-5809
催し名
（Ⓐ〜Ⓓの別も）
②参加者全員
（4 日時：2月19日㈯午前9時〜正午▶内容：
の郵便番号・住所・氏名
（ふりが トランポリン、ボクシングミット打ち
◆スキー協会の催し▶対象：小学4年 名まで）
（先着順）
▶費用：50円
〜中学生▶場所：湯の丸スキー場
（長野 な）
・年齢・性別・電話番号を、2月3日 など▶定員：20名
ここで紹介する事業は､区が支援したり､
官公署などが実施したりするものです｡

広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

大泉学園町体育館▶対象：3歳児〜
リサイクル・マーケット
中学生▶日時：2月19日㈯午前9時30
分〜11時30分▶内容：体操、トランポ ▶出店申込：往復ハガキで①住所②氏
リンなど▶定員：30名
（先着順）
名③電話番号を、開催日の5日前まで
中村南スポーツ交流センター▶対 に申込先へ ※700円以下の出店料が
象：小学生▶日時：2月28日㈪午後4時 掛かります。 ※車での来場・搬入は
〜6時▶内容：フラッグフットボール▶ ご遠慮ください。
定員：30名
（先着順）
（光が丘2-5-2）
◆秋の陽公園
▶日時：
◆2月の水泳ワンポイントレッスン 2月6日㈰午前9時〜正午（雨天中止）▶
▶対象：4歳児〜中学生 ※小学3年以 申込先：〒179-0073田柄2-8-2 リサ
下のお子さんには水着を着用した保護 イクルマーケットジョイ☎080-6739者が付き添ってください。▶日時：2月 1024
（先着50店。問い合わせは月〜
5日㈯・19日㈯・26日㈯午前9時〜11 土曜午後1時〜4時）
（富士見台3-53-1）
時▶場所：上石神井体育館、平和台体 ◆こぶし公園
▶日
育館、光が丘体育館、中村南スポーツ 時：2月13日㈰午前10時〜午後0時30
（雨天中止）▶申込先：〒177-0034
交流センター▶内容：時間内に来場し 分
たお子さんに指導者が助言 ※2時間 富士見台3-62-13-203 リサイクル
（先着
の講座ではありません。▶費用：プー おてだまや☎090-6496-5366
ル利用料
（保護者のみ）
▶持ち物：水着、 10店。問い合わせは午後6時〜10時）
水泳帽▶申込：当日会場へ

朝・夕・青空市

学校体育館でスポーツを

◆豊玉小 ラケットテニス大会▶対
◆江古田いちば通り商店街▶日時：1 象：16歳以上の方▶日時：1月30日㈰午
月25日㈫、2月1日㈫午前10時〜午後
7時▶問合せ：目黒☎3994-8068
◆光が丘ＩＭＡ南館前▶ 日時：1月
30日㈰午前10時〜午後3時▶問合せ：
冨永☎090-4374-3888

後1時〜5時▶内容：トーナメント戦▶
持ち物：上履き、ラケット
（ある方のみ）
▶申込：当日会場へ▶問合せ：学校応援
団・開放係☎5984-1057

