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新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。

■ 設置場所　地下鉄大通駅コンコース横（出口 5 横）

■ E-mail　mail@sapporo-info.com

■ 営業時間　10:00 ～ 20:00（日・祝は 10:00 ～ 19:00）
 　   〈年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日休館〉

こどものアートスクール・トルネード　TORNADO　2022　SPRING　春からはじめよう
1月12日（水）～3月31日（木）

※対象は4月に年中になるお子さんから4月に高校2年生になるお子さんまで詳しくはHPをご確認ください。https://artschool-tornado.com/admission_join/
体験費用は、各コース一律2200円（当日現金払い）※基本的に手ぶらで参加可。上靴も不要。 画材で服が汚れることもありますので小さなお子さんはスモック・エプロンのご持参をおすすめします。 

アートスクールトルネード（中央区南2条西10丁目7-1BUDDY bldg. 3F）

011-212-1140

北海道教育大学岩見沢校卒業・修了制作展　「三叉路と、これから」
1月25日（火）～2月23日（水）　休館日:毎週月曜日　

無料　※修了生3名による展覧会
10:00～16:00

北海道教育大学岩見沢校　森の岩ギャラリー

gankyosotsuten2021@gmail.com
岩見沢市緑が丘2-34　北海道教育大学岩見沢校敷地内

「小品展」　
1月26日（水）～2月6日（日）　休館日:毎週月曜日

無料
13:00～18:00　（最終日は17:00まで）

ギャラリーミヤシタ

011-562-6977
中央区南5条西20丁目1-38

猫時間（ねこのとき）勝木七子・宮本紀美子 日本画展　
2月2日（水）～2月7日（月）　定休日:毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
【水・木・金曜日】10:00～20:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで ※1月27日（木）から時短営業中

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

011-643-5051

北海道教育大学岩見沢校卒業・修了制作展　
2月2日（水）～2月8日（火）　

無料　※卒業制作作品展・修了制作作品展
9:00～22:00

岩見沢市民会館・文化センターロビー及び展示室　まなみーる

gankyosotsuten2021@gmail.com
岩見沢市9条4丁目1-1　

第31回 道銀芸術文化奨励賞受賞記念　吉田みなみ展
2月2日（水）～2月20日（日）　

無料
10:00～18:00　（最終日は15:00まで）

らいらっく・ぎゃらりい

011-233-1029
中央区大通西4丁目1北海道銀行本店ビル1F

北都館 名画の小部屋　シリーズVol.114　菱野 史彦・亮子 ー如月好日ー
2月2日（水）～2月28日（月）　定休日：毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
【水・木・金曜日】10:00～20:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで ※1月27日（木）から時短営業中

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

011-643-5051

第95回記念 2022 第13回 道展U21
2月4日（金）～2月6日（日）

無料
10:00～17:30　（最終日は16:00まで）

札幌市民ギャラリー

011-841-0535
中央区南2条東6丁目

「だれもが愛しいチャンピオン/CAMPEONES(CHAMPIONS)」
2月5日(土)

 ※会場の定員は156席ですが、定員の50%（78席）に限定して、上映会を開催します。  満席の場合は、当日券の販売はいたしません。 事前のメールや電話でのご予約をお勧めします。 （料金は、上映会当日のお支払い）
開演10:30　開場10:00　開演13:30　開場13:00

札幌市教育文化会館　4階 講堂（中央区北1条西13丁目）

090-7055-0074

全席自由　前売1000円　当日1300円  ※札幌映画サークル会員　無料

SCARTS×SIAFラボ 冬の展覧会 2022「都市と自然とデータとかたち」
2月5日(土)～2月20日（日）　※2月9日（水）は休館日です。

無料　【関連イベント】※ギャラリーツアー日時：2月5日（土）15:00～16：00　会場:SCARTSコート1F　※トーク「都市と自然とR&D」　日時：2月13日（日）14:00～17:30 2部構成　会場：SCARTSモールA・B　
10:00～19:00

札幌市民交流プラザ１F　SCARTSモールA・B、SCARTSコート

011-271-1955

中央区北1条西1丁目　さっぽろ創成スクエア

大きな谷のクラフトワーク展
2月8日（火）～2月13日（日）

無料
10:30～18:30　（最終日は17:00まで）

さいとうギャラリー

011-861-0253
中央区南1条西3丁目1ラ・ガレリア5F A室

FAM美術研究所4人展カルテット
2月8日（火）～2月13日（日）

無料
10:00～19:00　（最終日は17：00まで）

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

011-708-0606
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

シンクスクールジュニア
2021年4月1日(木)～2022年3月31日(木)

入学金：5500円、月謝（教室）：6600円、月謝（オンライン）：3300円 ※一部入学金を免除あり
16:30～18:00 ※【要申込】教室受講コース定員10名、オンライン聴講コース定員無し （16:00～19:00まで会場をお子さん向けに開放/お迎えは19:00まで）

眺望ギャラリー「テラス計画」（中央区北2条西4丁目1赤れんが テラス5F）

011-211-4366

予約
申込

すずきまいこ個展「となりのくまたち」
2021年12月23日(木)～2022年2月28日(月)※休館日：土・日・祝日（都合により臨時休館する場合あり）

無料
9:00～17:00

011-272-0501
北海道文化財団 アートスペース（中央区大通西5丁目11 大五ビルヂング 3F）

〈作品募集〉Bunkazai Design Contest 2021
2021年12月17日（金）～2022年2月15日（火）17:00必着

無料 応募方法等詳細はHPをご確認ください（https://www.koubo.co.jp/contest/design/package/119659.html）
※応募先　NPO法人北海道遺産協議会（中央区大通東2丁目3-1　第36桂和ビル7F）

info@hokkaidoisan.org

高嶺格「歓迎されざる者～北海道バージョン」記録映像　期間限定公開
配信期間：2021年11月26日(金)10:00～2022年1月31日(月)17:00まで

無料　詳細はHPをご確認ください。https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=2118

011-271-1955

オンライン公開

仲浩克油彩画展
1月4日(火)～1月31日(月)　休館日：土・日・祝日

無料
9:00～12:30　13:30～15:00

北陸銀行 西岡支店

011-853-9161
豊平区西岡3条5丁目5-8

三岸が愛した札幌　
2021年12月17日(金)～2022年4月10日(日)　休館日：毎週月曜日(3月21日をのぞく)、月曜が祝日の場合は翌火曜(3月22日)、展示替等休館(2月15日～2月18日、3月31日～4月3日)

一般510(420)円、高大生250(170)円 ※（ ）内は10名以上の団体料金※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。※高校生は土曜日並びに学校教育での利用は無料。
9:30～17:00　入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館　展示室1～3（中央区北2条西15丁目）

mima-no-me #みまのめ〈VOL.7〉
2021年12月17日(金)～2022年3月30日(水)　休館日：毎週月曜日(3月21日をのぞく)、 2月15日(火)～18日(金)、3月22日(火)

一般510(420)円、高大生250(170)円　※（ ）内は10名以上の団体料金 ※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。 ※高校生は土曜日並びに学校の活動での利用は無料。
9:30～17:00　入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館 アートギャラリー北海道 2F展示室（中央区北2条西15丁目）

現在を見つめる眼～Vol.16 全国にはばたく北海道の高校生たち
【前期】1月4日(火)～2月16日(水)【後期】2月17日(木)～4月1日(金) 休館日：土・日・祝日

無料
9:00～15:00（銀行営業時間内）

011-233-1029
北海道銀行 本店営業部1階ロビー（中央区大通西4丁目1）

名画の小部屋　版画　あ・ら・かると
1月4日(火)～1月31日(月)　定休日：毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
【水・木・金曜日】10:00～20:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで ※1月27日（木）から時短営業中

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

011-643-5051

AKARI：無重力のパラレル
1月8日(土)～3月6日(日)　※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）

無料
9:00～17:00

011-790-1231
モエレ沼公園 ガラスのピラミッド2Fスペース2（東区モエレ沼公園1-1）

〈申込受付〉〈募集要項〉新さっぽろ冬まつり2022「ぬりえ・えにっきコンテスト」
1月17日(月)～2月15日(火)※郵送の場合は当日消印有効
無料　応募要項など詳しくは公式HPをご確認下さい。https://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/machi/matsuri/index.html

011-895-2442

特別展「よみがえれ！とこしえの加清純子」再び
1月22日(土)～3月21日(月・祝) ※休館日:毎週月曜日（祝日等の場合は開館し、翌日休館）

一般700(560)円、65歳以上・高大生450(360)円、小中生300(240)円 ※カッコ内は前売及び10名以上の団体料金
9:30～17:00（最終入場は16:30まで）関連イベントあり、詳しくは公式HPをご確認下さい。http://www.h-bungaku.or.jp/

北海道立文学館　特別展示室（中央区中島公園1-4）

011-511-7655

きみのみかた　みんなのみかた
1月22日(土)～3月13日(日)　※休館日:毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は開館し、翌火曜日またはその翌日休館）

一般800(640)円　高校・大学生400(320)円　小・中学生200(160)円 ※カッコ内は前売、及び20名以上の団体料金
9:45～17:00（最終入場は16:30まで）

011-591-0090

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）

「ヌプサムメム」高臣大介ガラス展　インスタレーション
2月1日(火)～2月6日(日)

無料
12:00～19:00

0142-75-3262
北区16条西5丁目1-8
TEMPORARY SPACE

アジアの中の日本
1月20日(木)～3月6日(日) ※休館日：会期中の月曜・火曜・水曜日

一般（小学生含む）700円　 障害者手帳保有者（介護者1名も同料金）500円　小学生未満無料
10:00～17:00　（最終入場は16:30まで）

HOKUBU記念絵画館　1・2階展示室

011-822-0306

豊平区旭町1丁目1-36
予約
申込

北斎、広重から夢二、そして…　日本の木版画
1月26日（水）～1月31日（月）　定休日：毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
【水・木・金曜日】10:00～20:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで ※1月27日（木）から時短営業中

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

011-643-5051

群青  GUNSEI  Vol.09　―2週間12部屋の展覧会― 
【前期】1月27日(木)～2月1日(火) 【後期】2月3日(木)～2月8日(火)

無料
10:00～19:00　各会期最終日は17:30まで

アートスペース201　5階6階

090-2873-2250
中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル

はじめてのほんごうしん
1月28日（金）～5月31日（火）

一般300(250)円、高大生200(100)円、中学生以下無料 、65歳以上250(200)円 ※カッコ内は10名以上の団体料金 ※65歳以上の方は年齢の分かるものをご呈示ください。
10:00～17:00（最終入館は16:30まで）休館日:毎週月曜日〔2月1日(火)～2月4日(金)は整備休館、3月21日(月・祝)は開館し3月22日(火)休館〕

本郷新記念札幌彫刻美術館 本館（中央区宮の森4条12丁目）

011-642-5709

予約
申込



日常生活を営む上での
基本的生活様式を実践しましょう

札幌市感染症対策室

札幌市からのお知らせ

３２
※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。　※ご覧の情報は2022年1月26日時点の情報を元に作成しております。

※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。　※ご覧の情報は2022年1月26日時点の情報を元に作成しております。
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新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。
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宮沢賢治の世界を彫る　佐藤国男 木版画展
2月9日（水）～2月14日（月）　定休日：毎週火曜日

無料　※カフェのためワンオーダーお願いします。
【水・木・金曜日】10:00～20:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで ※1月27日（木）から時短営業中

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

011-643-5051

朝日章　個展 #psyche＃川の音#weed
2月10日（木）～2月15日（火）

無料
10:00～19:00

アートスペース201　D.E室

090-8908-1559
中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル5・6F

北海道教育大学岩見沢校卒業・修了制作展　
2月11日（金）～2月25日（金）

無料　※卒業制作作品展
10:00～17:00（最終入場は16:40まで）

JRタワープラニスホール

gankyosotsuten2021@gmail.com
中央区北5条西2丁目エスタ11階

北海道教育大学岩見沢校卒業・修了制作展　
2月11日（金）～2月25日（金）　休館日：毎週火曜日

無料　 ※修了制作作品展
12:00～20:00　

北海道教育大学アーツ＆スポーツ文化複合施設HUG　1F展示室

gankyosotsuten2021@gmail.com
中央区北1条東2丁目4　札幌軟石蔵

〈申込受付〉札幌ジュニアジャズスクール　23期生募集
【募集期間】2021年11月6日（土）～2022年2月25日（金）必着【オーディション】3月12日（土）～3月13日(日）

 ①月額2500円の参加費 ②ユニフォーム代や演奏活動に伴う食事や宿泊費等の諸経費募集要項等詳しくはHPをご確認ください。https://www.go-sjf.com/contact/

011-592-4125

札幌芸術の森アートホール2F　中練習室（南区芸術の森2丁目75）

第1522回札幌市民劇場 武田芽衣チェロリサイタル～ラフマニノフに魅せられて～
1月31日(月）

全席自由　前売券　3000円 　当日券　3500円
開演19:00　開場18:30

ふきのとうホール　

takedamei.recital@gmail.com
中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6F

新札幌サンピアザ劇場～Cinema Music Concert～映画音楽★ナイト
２月4日(金)

大人2000円 　高校生以下1000円
開演19:00　開場18:30

サンピアザ劇場

ayako.redon@gmail.com
厚別区厚別中央2条5丁目7-5

札幌市民交響吹奏楽団 第49回定期演奏会
2月6日（日）

全席自由 　前売券700円　当日券1000円 　小学生以下無料／0歳以上入場可
開演13:30　開場12:30

札幌コンサートホールKitara　小ホール

shiminkokyo@gmail.com

中央区中島公園1-15

えぞオン’2022時計台（ＥＺＯ音楽祭）
2月9日(水)・2月10日(木)

無料　先着90名程度　※事前予約（氏名・電話番号）を問合せアドレスへメールにてお願い致します。
開演18:50　開場18:30

時計台ホール

ezon@s367.xrea.com

中央区北1条西2丁目　札幌市時計台内　2階

オルガンウィンターコンサート
2月11日（金・祝）

全席指定　500円　※未就学児のご入場はご遠慮ください。託児サービス（有料・公演2日前までに要予約）をご利用ください。札幌シッターサービスTEL011-281-0511
開演15:30　開場14:45

札幌コンサートホールKitara　大ホール

011-520-2000

中央区中島公園1-15

14，Das Strahlen Konsert 第14回シュトラーレン コンサート
2月11日（金・祝）

無料
開演19:00　開場18:45

時計台ホール

080-5834-2766
中央区北1条西2丁目　札幌市時計台内　2階

北翔大学教育文化学部教育学科音楽コース 第4回卒業演奏会
2月11日（金・祝）

無料
開演14:30　開場14:00

北翔大学 札幌円山キャンパス　ホール

080-3239-0463
中央区南1条西22丁目1-1

律綴(おとつづり)第3回研究発表会
2月12日（土）

無料
開演12:00　開場11:45

ザ・ルーテルホール

kitaharapac@gmail.com
中央区大通西6丁目3-1

大石 涼　サクソフォン リサイタル
2月12日（土） 【オンライン配信】2月19日12:00～2月26日23:59まで

一般1000円　学生500円　オンライン配信800円　※限定56席
開演18:00　開場17:30　

ル・ケレス南円山ミュージアムホール

090-2059-7915
中央区南7条西22丁目1-22

第19回リュミエールコンサート
2月12日（土）

全席自由　 一般（中学生以上）　500円　（前売り・当日）
開演12:30　開場12:00

札幌コンサートホールKitara　小ホール

080-1889-7939
中央区中島公園1-15

札幌市民オーケストラ「 第91回アトリエコンサート」
2月13日（日）

無料
開演14:00　開場13:30

ちえりあホール

s.buchi@nifty.com
西区宮の沢1条1丁目1-10

宮の森アルテ・ムジクス 第26回定期演奏会
2月13日（日）

全席自由　一般 1200円 (当日券 1，500円)　 ※0歳以上の未就学児入場可(無料)
開演13:00　開場12:30

札幌コンサートホールKitara　小ホール

miyanomori.alte.musiks@gmail.com

中央区中島公園1-15

チャリティ フレッシュ コンサート　～2021年ハイメスコンクール入賞者によるステージ～
2月13日（日）

全席自由　2000円　　プログラム代　無料　※当日券の販売はございませんので、事前にご購入下さい。
開演13:00　開場12:15

札幌市教育文化会館　小ホール

011-232-7592

中央区北1条西13丁目

札幌シティバンド　第5回ミニコンサート
2月13日（日）

無料　全席自由
開演14:00　開場13:30

白石東地区センター

cityband1982@gmail.com
白石区本通16丁目南4-27

ナキウサギに魅せられた仲間達の写真展「いのち輝く季節」
2月4日（金）～2月9日（水）

無料
10:00～18:00　

富士フイルムフォトサロン札幌

011-241-7170
中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1階

〈作品募集〉第7回 ミニ世界で一冊だけの本・展inさっぽろ
【募集期間】2月4日（金）～2月18日（金）必着【展示期間】2月26日（土）～3月2日(水）

無料　募集要項等詳しくはHPをご確認ください。https://www.kitakuce.jp/tosyo02
10:00～16:00　（最終日は15:00まで）

011-757-5399

札幌市北区民センター 1階 会議室（北区北25条西6丁目1-1）

絵本作家とよた かずひこさんの世界
2月11日（金・祝）

1家族（0歳～小学生の親子）　500円（当日支払い）　先着25組事前申込
10:30～12:00　（受付 10:00～10:25）

ちえりあ　札幌市生涯学習総合センター6階　講堂

fruhling-haru@nifty.com

西区宮の沢1条1丁目1-10

ペンタックスリコーファミリークラブ札幌支部写真展
2月11日（金・祝）～2月16日（水）

無料
10:00～18:00

富士フイルムフォトサロン札幌

011-241-7170
中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1階

置田貴代美 写真展 phaseⅡ「消えゆく地名、その場所ヘ　ーオントキタイー」
2月12日（土）～2月27日（日）　休館日:毎週火曜日

無料
11:00～18:00　（最終日は17:00まで）

GALLERY創

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ

『劇団四季のアンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート～アンマスクド～』
【2月1日（火）】開演18:30 開場17:45　【2月2日（水）】開演13:00 開場12:15　【2月2日（水）】開演17:00 開場16:15

全席指定　S席11000円 A席8800円 サイドA席8800円 B席6600円 ※3歳以上有料（膝上観劇不可）。2歳以下の入場不可。
札幌文化芸術劇場 hitaru（中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ）

0570-008-110

ゆきあかり朗読会
2月4日（金）

1200円　お土産つき  障がい者手帳をお持ちの方は受付でご提示ください。半額とさせていただきます。
15:00～

渡辺淳一文学館

011-551-1282

中央区南12条西6丁目414

噺と話byプリエール『銀色のライセンス』
2月4日(金) 19:00　2月5日(土) 12:30

 ※公演は会員制の公演となります。詳しくはお問い合わせください。　※申込期限：1月31日（月）
【ユースシアター事業】 中学生・高校生・専門学校生の皆さんに、無料で観劇していただけます。 定員：100名予定

北海道立道民活動センター かでる２・７　1Fかでるホール（中央区北2条西7丁目）

011-241-7081

40回記念人形劇フェスティバル2022年さっぽろ冬の祭典　人形劇『銀のほのおの国』
2月5日（土）～2月6日（日）開演11:00/14:00　こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

前売1200円 当日1500円 ペア券 2200円（電話・メール予約のみ）  団体割引 1000円（10名以上/電話・メールでご連絡ください） 教文ホールメイト 1000円（教文プレイガイドのみ）※お一人様3歳以上
2月11日（金・祝）～2月12日（土）開演11:00/14:00　教育文化会館 小ホール（中央区北1条13丁目）

zxb05236@nifty.com / 011-753-2858

札幌演劇シーズン2022-冬　参加作品　弦巻楽団 #37　『ナイトスイミング』
2月5日（土）～2月12日（土）

全席自由　一般3000円　学生1500円（必ず学生証をご提示）　未就学児童入場不可　※札幌演劇シーズン2022冬の10枚綴りの回数券もご利用可能
開演日時・開演時間・開場時間については、HPをご確認ください。https://tsurumaki-gakudan-stage.com/overview/

生活支援型文化施設 コンカリーニョ（西区八軒1条西1丁目2-10ザ・タワープレイス1F）

090-2872-9209

仮面ライダースーパーライブ2022
2月6日（日）

全席指定　4000円 　※2歳以下膝上鑑賞無料。但しお席が必要な場合は有料 ※小学生以下のお子様は保護者同伴でご入場下さい。
【1回目】開演11:00 開場10:00【2回目】開演14:30 開場13:30

カナモトホール(札幌市民ホール）

011-218-2255

中央区北1条西1丁目

座・れら第17回公演再演　マーシャ・ノーマン作『おやすみ、母さん』
【2月10日（木）】開演19:00
【2月11日（金・祝）】開演11:00　開演15:00　

一般 2800円　30歳以下 1300円　中高生 500円

サンピアザ劇場

070-8424-4757
厚別区厚別中央2条5丁目7-5

「宮沢賢治の世界」朗読会
2月11日（金・祝）～2月12日（土）　定休日：毎週火曜日

1000円（お飲物、お菓子付）　先着順各回20名様
開演15:00～

カフェ北都館ギャラリー

011-643-5051
西区琴似1条3丁目1-14

神田山陽独演会　講談　『非現実の報告で』
2月12日（土）

全席自由  【前売】一般 2000円　高校生以下 1000円　【当日】一般 2500円　高校生以下 1500円
開演14:30　開場14:00

北海道立道民活動センター かでる２・７　1Fかでるホール

011-272-0501

中央区北2条西7丁目

第59回毎日杯/第33回杉山杯争奪全道ダンス選手権大会
2月13日（日）

【午前の部】自由席1000円（プログラム別売） 【午後の部】2列目 B席:8000円（プログラム付） 3列目 C席:6000円（プログラム別売）
【午前の部】10:00～ 開場9:45【午後の部】13:00～ 開場12:45

ホテルエミシア札幌3階　パレスボールルーム

011-827-7611

厚別区厚別中央2条5丁目5-25

桂雀々独演会～冬に暖！上方落語会～
2月13日（日）

全席指定 【前売】一般 2500円　高校生以下 1200円 【当日】一般 2700円　高校生以下 1300円 ※前売が完売の場合、当日の販売はありません。
開演13:30　開場13:00

北広島市芸術文化ホール 花ホール（北広島市中央6丁目2-1）

011-372-7667

※未就学児のご入場はご遠慮ください。託児サービスを希望する方は2月6日(日)までにお申し込みください。（有料）

福寿草と雪割草展　～春を告げる雪国の妖精たち～
1月25日（火）～2月13日（日）　休館日:毎週月曜日

高校生以上：130円、中学生以下、65歳以上・障がい者手帳等お持ちの方は証明書提示で無料
8:45～17:15

百合が原緑のセンター温室

011-772-3511

北区百合が原公園210

北海道大学×日立北大ラボ フォーラム「Society 5.0北海道の未来」（第３回）
2月3日（木）　WEB開催　※申込締切：延長して2月1日（火）まで

無料　オンライン定員1000名　受付申込はHPをご確認ください。https://va.apollon.nta.co.jp/hxhf2022/
14:00～17:00

011-706-9618

老いと向き合う　part 6　第4回　『在宅ひとり死のススメ』を読む
2月4日（金）

通し2500 円（単発600 円）
14:00～16:00

さっぽろ自由学校「遊」　愛生舘ビル5F 501A

011-252-6752
中央区南1条西5丁目8

ベーシックインカムとは何かー資本主義の未来を考える　第4回「ベーシックインカムの導入と財源」
2月4日（金）

通し(会場・オンライン共通)一般5000円　会員4000円　25歳以下2000円 （単発　一般1500円/回　会員・オンライン1000円/回　25歳以下500円/回）
18:45～20:45

さっぽろ自由学校「遊」 愛生舘ビル5F 501A（中央区南1条西5丁目8）
011-252-6752

北の縄文マルシェ vol.5
2月5日（土）11:00～16:00

定員：各回4名　予約優先(お席ございましたら飛び入り参加も可）　①11:00～　②12:30～　③14:00～
入場無料【アンギン編みでコースター作りワークショップ】500円

染谷商会 2F （豊平区豊平5条10丁目2-32）

info@doniwab.com

「おーちゃんドラゴンめかくしソーラン体験会 ～一緒に踊って君もヒーローだ！」
2月5日（土）

こども(中学生まで)無料　大人 500円　定員30名　 ※申し込みは：電話・メールで、名前、年齢or学年、連絡先をご連絡ください。
開演14:00　開場13:45

札幌エルプラザ3F 音楽スタジオ2（北区北8条西3丁目）
jktomoki@gmail.com / 070-5572-9102

SAPPORO ART CAMP2022
2月5日（土）～2月12日（土）※2月7日(月)は施設休園日のため休業

【前売】大人(高校生以上)1000円　小中学生 500円 　【当日】大人(高校生以上)1200円　小中学生 700円 ※未就学児入場無料。 ※中学生以下は要保護者同伴。
17:30～21:00

札幌芸術の森（南区芸術の森2丁目75）

011-592-5111

※車でお越しの際は日つけ指定の「駐車券」を予めご購入下さい。1台500円

明治のサッポロのアイヌ史を掘る　第5回　コトニ・コタンへの旅   
2月9日(水) ※読書会「『大学による盗骨』を読む」との合同開催となります。

通し（会場・オンライン共通）一般6000円　会員4800円　25歳以下2400円 （単発　一般1500円/回　会員・オンライン1000円/回　25歳以下500円/回）
18:45～20:45

さっぽろ自由学校「遊」　愛生舘ビル5F 501A

011-252-6752

中央区南1条西5丁目8

渡辺淳一文学館　グランドピアノのサブスク2022
1月4日(火)～3月31日(木)　※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）

22000円／月　各月1日～月末日まで。利用案内の詳細はHPをご確認下さい。http://watanabe-museum.com/news/20201022/20201022.html
10:00～17:00　（毎日1回、1時間まで）

011-551-1282

渡辺淳一文学館（中央区南12条西6丁目414）
予約
申込

予約
申込

予約
申込

ほしのしほ バースデー企画 星たちの夜 2022
ツイキャスプレミア収録配信日：2月19日(土)19:00
※配信終了後、2週間アーカイブ視聴可能 　2月19日 19:00～3月5日23:59まで
3000円　チケットご購入期限 2021年11月15日(月)～2022年2月19日(土)18:00まで 

hoshino.shiho.0113@gmail.com

〈作品募集〉森のちゃれんが50周年フォトコンテスト
【募集期間】2021年11月10日（水）～2022年2月6日（日）　最終日WEB17:00　写真の持込16:00まで

無料　応募方法など詳しくはHPをご確認ください。https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/about/architecture/contest/

011-898-0456

北海道博物館（厚別区厚別町小野幌53-2）

〈募集〉あなたの”定山渓”を投稿しよう！「＃わたしの定山渓＿冬」　
2021年12月15日（水）～2022年2月28日（月）　

③Instagramでハッシュタグ「＃わたしの定山渓_冬」をつけて投稿！　
無料　【応募方法】①Instagramで＠jozankei.tripをフォロー　②2021年12月15日～2022年2月28日の期間内に定山渓で写真を撮る

011-598-2012

〈作品募集〉札幌パークホテル「2021年度 中島公園の四季を撮るフォトコンテスト」
【募集期間】2021年12月25日（土）～2022年2月13日（日）

無料　応募方法など詳しくはHPをご確認ください。https://park1964.com/topics/photo-contest2021/

札幌パークホテル

011-511-3143

中央区南10条西3丁目1-1

〈申込受付〉〈作品募集〉チカホで一文字展
【申込期間】1月10日(月)～1月31日(月)【作品締切】2月15日(火)まで【展示期間】3月25日(金)13:00～3月27日(日)18:00

出品料:15歳以下1500円　16歳以上2500円 ※予定数約300点に達し次第、締切ります。10名以上は団体出品扱いになります。
札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北1条イベントスペース（東）〔中央区北1条西3丁目〕

090-2811-3972

第26期特別記念展　西の鉄斎、東の晴湖展
2021年12月7日(火)～2022年3月31日(木)　休館日：月曜日

300円　大学生以下無料
10:00～17:00（入館は16:30まで）

011-552-2100
中央区北2条西2丁目 札幌2・2ビル2階
小原道城書道美術館

糸田ともよ展『雪の日』
1月17日（月）～2月22日（火） 定休日：毎週水曜日 、2月15日(火)は臨時休業

無料　喫茶店内で展示の為、お飲み物等は各自お買い求め下さい。1グループ4名まで
12:30～20:00　LO. / フード 18:00・ドリンク 19:00　※1月27日より時短営業中（2月22日までの予定）

CAFE ESQUISSE（中央区北1条西23丁目1-1メゾンドブーケ円山1F）

011-615-2334

企画展 土肥美帆写真展 北に生きる猫
1月22日（土）～5月8日（日）※休館日：毎週月曜日(3月21日を除く）、2月15日、2月24日、3月22日～23日、5月2日、5月6日

一般500(400)円、高校生・小樽市内高齢者250(200)円、障がい者・中学生以下無料 ※カッコ内は20名以上の団体料金 
9:30～17:00　（最終入館は16：30まで）

0134-34-0035

市立小樽美術館（小樽市色内1丁目9-5）

地域協働展示事業　かでる展示フェスティバル2022「千歳の街・心風景～千歳写友会写真展～」
1月25日（火）～1月31日（月）

無料
9:00～17:00　（最終日は15:00まで）

北海道立道民活動センター　かでる２・７　1F展示ホール

011-522-5167
中央区北2条西7丁目

雪灯路〔ゆきとうろ〕 2022
1月29日（土）～2月5日（土）

無料
18:00～21:00

定山渓神社

011-598-2012
南区定山渓温泉東３丁目

観
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札幌市立大学・道総研　共同セミナー「知活ゼミナール2021」
2021年10月25日(月)～2022年1月31日(月)

無料
会期中YouTube配信

オンライン開催となります

011-592-2346

〈申込受付〉2022年度ほっくー基金　活動助成募集
【受付期間】2021年11月1日(月)～2022年1月31日(月)　当日消印有効

助成の詳細、応募方法等詳細はHPをご確認ください。http://www.heco-spc.or.jp/HoBiCC/hokku_josei/index.html
【対象分野】北海道における生物多様性保全を目的とする実践的な活動を対象とします。【対象活動期間】2022年4月1日(金)～2023年2月28日(火)

011-218-7811

さっぽろ圏巡って買って応援キャンペーン
2021年11月22日(月)～2022年2月18日(金)

参加方法の詳細はHPをご確認くださいhttps://renkeichusu.startup-city-sapporo.com/
さっぽろ圏内の3市町村で購入したレシートを投稿すると、さっぽろ圏の特産品・ご当地グッズ詰め合わせ（5000円相当）を抽選で30名様にプレゼント！

対象エリア：さっぽろ連携中枢都市圏内の12市町村

011-210-5488

もっと知りたい！ちゅうおう クイズラリー
2021年12月11日(土)～2022年3月21日(月・祝)※当日消印有効
無料　中央区内5つのスポットを巡り、クイズに挑戦しながら地域の魅力を再発見しよう！抽選で60名の方にすてきな賞品をプレゼント！
応募方法等詳しくはHPをご確認くださいhttps://www.city.sapporo.jp/chuo/machi/machizukuri/quizrally/event2021.html

札幌市中央区役所（中央区大通西2丁目9）

011-205-3221

リアル脱出ゲーム×約束のネバーランド「人喰いの森からの脱出」
1月14日(金)～2月27日(日)

料金など詳しくは公式HPをご確認下さい。https://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/neverland_2.html
月水木金 16:30/19:30　 土 10:00/13:00/16:30/19:30 　日祝 10:00/13:00/16:30  ※2月11日(金・祝)のみ19:30回あり

011-522-8777

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

リアル脱出ゲーム札幌店〔旧アジトオブスクラップ札幌〕（中央区南1条西4丁目13日の出ビル 8F）

『大学による盗骨』を読む　第5回
2月9日(水)　18:45～20:45

講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=810
参加費　4000円　25歳以下2000円　別途テキスト代1800円＋税　松島泰勝・木村朗（編著） 『大学による盗骨―研究利用され続ける琉球人・アイヌ遺骨』（耕文社、2019）

さっぽろ自由学校「遊」 愛生舘ビル5F 501A（中央区南1条西5丁目8番地）

011-252-6752

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込



日常生活を営む上での
基本的生活様式を実践しましょう

札幌市感染症対策室

札幌市からのお知らせ

３２
※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。　※ご覧の情報は2022年1月26日時点の情報を元に作成しております。

※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。　※ご覧の情報は2022年1月26日時点の情報を元に作成しております。
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新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。

音

　
　
　
　楽

音 

楽

宮沢賢治の世界を彫る　佐藤国男 木版画展
2月9日（水）～2月14日（月）　定休日：毎週火曜日

無料　※カフェのためワンオーダーお願いします。
【水・木・金曜日】10:00～20:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで ※1月27日（木）から時短営業中

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

011-643-5051

朝日章　個展 #psyche＃川の音#weed
2月10日（木）～2月15日（火）

無料
10:00～19:00

アートスペース201　D.E室

090-8908-1559
中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル5・6F

北海道教育大学岩見沢校卒業・修了制作展　
2月11日（金）～2月25日（金）

無料　※卒業制作作品展
10:00～17:00（最終入場は16:40まで）

JRタワープラニスホール

gankyosotsuten2021@gmail.com
中央区北5条西2丁目エスタ11階

北海道教育大学岩見沢校卒業・修了制作展　
2月11日（金）～2月25日（金）　休館日：毎週火曜日

無料　 ※修了制作作品展
12:00～20:00　

北海道教育大学アーツ＆スポーツ文化複合施設HUG　1F展示室

gankyosotsuten2021@gmail.com
中央区北1条東2丁目4　札幌軟石蔵

〈申込受付〉札幌ジュニアジャズスクール　23期生募集
【募集期間】2021年11月6日（土）～2022年2月25日（金）必着【オーディション】3月12日（土）～3月13日(日）

 ①月額2500円の参加費 ②ユニフォーム代や演奏活動に伴う食事や宿泊費等の諸経費募集要項等詳しくはHPをご確認ください。https://www.go-sjf.com/contact/

011-592-4125

札幌芸術の森アートホール2F　中練習室（南区芸術の森2丁目75）

第1522回札幌市民劇場 武田芽衣チェロリサイタル～ラフマニノフに魅せられて～
1月31日(月）

全席自由　前売券　3000円 　当日券　3500円
開演19:00　開場18:30

ふきのとうホール　

takedamei.recital@gmail.com
中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6F

新札幌サンピアザ劇場～Cinema Music Concert～映画音楽★ナイト
２月4日(金)

大人2000円 　高校生以下1000円
開演19:00　開場18:30

サンピアザ劇場

ayako.redon@gmail.com
厚別区厚別中央2条5丁目7-5

札幌市民交響吹奏楽団 第49回定期演奏会
2月6日（日）

全席自由 　前売券700円　当日券1000円 　小学生以下無料／0歳以上入場可
開演13:30　開場12:30

札幌コンサートホールKitara　小ホール

shiminkokyo@gmail.com

中央区中島公園1-15

えぞオン’2022時計台（ＥＺＯ音楽祭）
2月9日(水)・2月10日(木)

無料　先着90名程度　※事前予約（氏名・電話番号）を問合せアドレスへメールにてお願い致します。
開演18:50　開場18:30

時計台ホール

ezon@s367.xrea.com

中央区北1条西2丁目　札幌市時計台内　2階

オルガンウィンターコンサート
2月11日（金・祝）

全席指定　500円　※未就学児のご入場はご遠慮ください。託児サービス（有料・公演2日前までに要予約）をご利用ください。札幌シッターサービスTEL011-281-0511
開演15:30　開場14:45

札幌コンサートホールKitara　大ホール

011-520-2000

中央区中島公園1-15

14，Das Strahlen Konsert 第14回シュトラーレン コンサート
2月11日（金・祝）

無料
開演19:00　開場18:45

時計台ホール

080-5834-2766
中央区北1条西2丁目　札幌市時計台内　2階

北翔大学教育文化学部教育学科音楽コース 第4回卒業演奏会
2月11日（金・祝）

無料
開演14:30　開場14:00

北翔大学 札幌円山キャンパス　ホール

080-3239-0463
中央区南1条西22丁目1-1

律綴(おとつづり)第3回研究発表会
2月12日（土）

無料
開演12:00　開場11:45

ザ・ルーテルホール

kitaharapac@gmail.com
中央区大通西6丁目3-1

大石 涼　サクソフォン リサイタル
2月12日（土） 【オンライン配信】2月19日12:00～2月26日23:59まで

一般1000円　学生500円　オンライン配信800円　※限定56席
開演18:00　開場17:30　

ル・ケレス南円山ミュージアムホール

090-2059-7915
中央区南7条西22丁目1-22

第19回リュミエールコンサート
2月12日（土）

全席自由　 一般（中学生以上）　500円　（前売り・当日）
開演12:30　開場12:00

札幌コンサートホールKitara　小ホール

080-1889-7939
中央区中島公園1-15

札幌市民オーケストラ「 第91回アトリエコンサート」
2月13日（日）

無料
開演14:00　開場13:30

ちえりあホール

s.buchi@nifty.com
西区宮の沢1条1丁目1-10

宮の森アルテ・ムジクス 第26回定期演奏会
2月13日（日）

全席自由　一般 1200円 (当日券 1，500円)　 ※0歳以上の未就学児入場可(無料)
開演13:00　開場12:30

札幌コンサートホールKitara　小ホール

miyanomori.alte.musiks@gmail.com

中央区中島公園1-15

チャリティ フレッシュ コンサート　～2021年ハイメスコンクール入賞者によるステージ～
2月13日（日）

全席自由　2000円　　プログラム代　無料　※当日券の販売はございませんので、事前にご購入下さい。
開演13:00　開場12:15

札幌市教育文化会館　小ホール

011-232-7592

中央区北1条西13丁目

札幌シティバンド　第5回ミニコンサート
2月13日（日）

無料　全席自由
開演14:00　開場13:30

白石東地区センター

cityband1982@gmail.com
白石区本通16丁目南4-27

ナキウサギに魅せられた仲間達の写真展「いのち輝く季節」
2月4日（金）～2月9日（水）

無料
10:00～18:00　

富士フイルムフォトサロン札幌

011-241-7170
中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1階

〈作品募集〉第7回 ミニ世界で一冊だけの本・展inさっぽろ
【募集期間】2月4日（金）～2月18日（金）必着【展示期間】2月26日（土）～3月2日(水）

無料　募集要項等詳しくはHPをご確認ください。https://www.kitakuce.jp/tosyo02
10:00～16:00　（最終日は15:00まで）

011-757-5399

札幌市北区民センター 1階 会議室（北区北25条西6丁目1-1）

絵本作家とよた かずひこさんの世界
2月11日（金・祝）

1家族（0歳～小学生の親子）　500円（当日支払い）　先着25組事前申込
10:30～12:00　（受付 10:00～10:25）

ちえりあ　札幌市生涯学習総合センター6階　講堂

fruhling-haru@nifty.com

西区宮の沢1条1丁目1-10

ペンタックスリコーファミリークラブ札幌支部写真展
2月11日（金・祝）～2月16日（水）

無料
10:00～18:00

富士フイルムフォトサロン札幌

011-241-7170
中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1階

置田貴代美 写真展 phaseⅡ「消えゆく地名、その場所ヘ　ーオントキタイー」
2月12日（土）～2月27日（日）　休館日:毎週火曜日

無料
11:00～18:00　（最終日は17:00まで）

GALLERY創

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ

『劇団四季のアンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート～アンマスクド～』
【2月1日（火）】開演18:30 開場17:45　【2月2日（水）】開演13:00 開場12:15　【2月2日（水）】開演17:00 開場16:15

全席指定　S席11000円 A席8800円 サイドA席8800円 B席6600円 ※3歳以上有料（膝上観劇不可）。2歳以下の入場不可。
札幌文化芸術劇場 hitaru（中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ）

0570-008-110

ゆきあかり朗読会
2月4日（金）

1200円　お土産つき  障がい者手帳をお持ちの方は受付でご提示ください。半額とさせていただきます。
15:00～

渡辺淳一文学館

011-551-1282

中央区南12条西6丁目414

噺と話byプリエール『銀色のライセンス』
2月4日(金) 19:00　2月5日(土) 12:30

 ※公演は会員制の公演となります。詳しくはお問い合わせください。　※申込期限：1月31日（月）
【ユースシアター事業】 中学生・高校生・専門学校生の皆さんに、無料で観劇していただけます。 定員：100名予定

北海道立道民活動センター かでる２・７　1Fかでるホール（中央区北2条西7丁目）

011-241-7081

40回記念人形劇フェスティバル2022年さっぽろ冬の祭典　人形劇『銀のほのおの国』
2月5日（土）～2月6日（日）開演11:00/14:00　こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

前売1200円 当日1500円 ペア券 2200円（電話・メール予約のみ）  団体割引 1000円（10名以上/電話・メールでご連絡ください） 教文ホールメイト 1000円（教文プレイガイドのみ）※お一人様3歳以上
2月11日（金・祝）～2月12日（土）開演11:00/14:00　教育文化会館 小ホール（中央区北1条13丁目）

zxb05236@nifty.com / 011-753-2858

札幌演劇シーズン2022-冬　参加作品　弦巻楽団 #37　『ナイトスイミング』
2月5日（土）～2月12日（土）

全席自由　一般3000円　学生1500円（必ず学生証をご提示）　未就学児童入場不可　※札幌演劇シーズン2022冬の10枚綴りの回数券もご利用可能
開演日時・開演時間・開場時間については、HPをご確認ください。https://tsurumaki-gakudan-stage.com/overview/

生活支援型文化施設 コンカリーニョ（西区八軒1条西1丁目2-10ザ・タワープレイス1F）

090-2872-9209

仮面ライダースーパーライブ2022
2月6日（日）

全席指定　4000円 　※2歳以下膝上鑑賞無料。但しお席が必要な場合は有料 ※小学生以下のお子様は保護者同伴でご入場下さい。
【1回目】開演11:00 開場10:00【2回目】開演14:30 開場13:30

カナモトホール(札幌市民ホール）

011-218-2255

中央区北1条西1丁目

座・れら第17回公演再演　マーシャ・ノーマン作『おやすみ、母さん』
【2月10日（木）】開演19:00
【2月11日（金・祝）】開演11:00　開演15:00　

一般 2800円　30歳以下 1300円　中高生 500円

サンピアザ劇場

070-8424-4757
厚別区厚別中央2条5丁目7-5

「宮沢賢治の世界」朗読会
2月11日（金・祝）～2月12日（土）　定休日：毎週火曜日

1000円（お飲物、お菓子付）　先着順各回20名様
開演15:00～

カフェ北都館ギャラリー

011-643-5051
西区琴似1条3丁目1-14

神田山陽独演会　講談　『非現実の報告で』
2月12日（土）

全席自由  【前売】一般 2000円　高校生以下 1000円　【当日】一般 2500円　高校生以下 1500円
開演14:30　開場14:00

北海道立道民活動センター かでる２・７　1Fかでるホール

011-272-0501

中央区北2条西7丁目

第59回毎日杯/第33回杉山杯争奪全道ダンス選手権大会
2月13日（日）

【午前の部】自由席1000円（プログラム別売） 【午後の部】2列目 B席:8000円（プログラム付） 3列目 C席:6000円（プログラム別売）
【午前の部】10:00～ 開場9:45【午後の部】13:00～ 開場12:45

ホテルエミシア札幌3階　パレスボールルーム

011-827-7611

厚別区厚別中央2条5丁目5-25

桂雀々独演会～冬に暖！上方落語会～
2月13日（日）

全席指定 【前売】一般 2500円　高校生以下 1200円 【当日】一般 2700円　高校生以下 1300円 ※前売が完売の場合、当日の販売はありません。
開演13:30　開場13:00

北広島市芸術文化ホール 花ホール（北広島市中央6丁目2-1）

011-372-7667

※未就学児のご入場はご遠慮ください。託児サービスを希望する方は2月6日(日)までにお申し込みください。（有料）

福寿草と雪割草展　～春を告げる雪国の妖精たち～
1月25日（火）～2月13日（日）　休館日:毎週月曜日

高校生以上：130円、中学生以下、65歳以上・障がい者手帳等お持ちの方は証明書提示で無料
8:45～17:15

百合が原緑のセンター温室

011-772-3511

北区百合が原公園210

北海道大学×日立北大ラボ フォーラム「Society 5.0北海道の未来」（第３回）
2月3日（木）　WEB開催　※申込締切：延長して2月1日（火）まで

無料　オンライン定員1000名　受付申込はHPをご確認ください。https://va.apollon.nta.co.jp/hxhf2022/
14:00～17:00

011-706-9618

老いと向き合う　part 6　第4回　『在宅ひとり死のススメ』を読む
2月4日（金）

通し2500 円（単発600 円）
14:00～16:00

さっぽろ自由学校「遊」　愛生舘ビル5F 501A

011-252-6752
中央区南1条西5丁目8

ベーシックインカムとは何かー資本主義の未来を考える　第4回「ベーシックインカムの導入と財源」
2月4日（金）

通し(会場・オンライン共通)一般5000円　会員4000円　25歳以下2000円 （単発　一般1500円/回　会員・オンライン1000円/回　25歳以下500円/回）
18:45～20:45

さっぽろ自由学校「遊」 愛生舘ビル5F 501A（中央区南1条西5丁目8）
011-252-6752

北の縄文マルシェ vol.5
2月5日（土）11:00～16:00

定員：各回4名　予約優先(お席ございましたら飛び入り参加も可）　①11:00～　②12:30～　③14:00～
入場無料【アンギン編みでコースター作りワークショップ】500円

染谷商会 2F （豊平区豊平5条10丁目2-32）

info@doniwab.com

「おーちゃんドラゴンめかくしソーラン体験会 ～一緒に踊って君もヒーローだ！」
2月5日（土）

こども(中学生まで)無料　大人 500円　定員30名　 ※申し込みは：電話・メールで、名前、年齢or学年、連絡先をご連絡ください。
開演14:00　開場13:45

札幌エルプラザ3F 音楽スタジオ2（北区北8条西3丁目）
jktomoki@gmail.com / 070-5572-9102

SAPPORO ART CAMP2022
2月5日（土）～2月12日（土）※2月7日(月)は施設休園日のため休業

【前売】大人(高校生以上)1000円　小中学生 500円 　【当日】大人(高校生以上)1200円　小中学生 700円 ※未就学児入場無料。 ※中学生以下は要保護者同伴。
17:30～21:00

札幌芸術の森（南区芸術の森2丁目75）

011-592-5111

※車でお越しの際は日つけ指定の「駐車券」を予めご購入下さい。1台500円

明治のサッポロのアイヌ史を掘る　第5回　コトニ・コタンへの旅   
2月9日(水) ※読書会「『大学による盗骨』を読む」との合同開催となります。

通し（会場・オンライン共通）一般6000円　会員4800円　25歳以下2400円 （単発　一般1500円/回　会員・オンライン1000円/回　25歳以下500円/回）
18:45～20:45

さっぽろ自由学校「遊」　愛生舘ビル5F 501A

011-252-6752

中央区南1条西5丁目8

渡辺淳一文学館　グランドピアノのサブスク2022
1月4日(火)～3月31日(木)　※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）

22000円／月　各月1日～月末日まで。利用案内の詳細はHPをご確認下さい。http://watanabe-museum.com/news/20201022/20201022.html
10:00～17:00　（毎日1回、1時間まで）

011-551-1282

渡辺淳一文学館（中央区南12条西6丁目414）
予約
申込

予約
申込

予約
申込

ほしのしほ バースデー企画 星たちの夜 2022
ツイキャスプレミア収録配信日：2月19日(土)19:00
※配信終了後、2週間アーカイブ視聴可能 　2月19日 19:00～3月5日23:59まで
3000円　チケットご購入期限 2021年11月15日(月)～2022年2月19日(土)18:00まで 

hoshino.shiho.0113@gmail.com

〈作品募集〉森のちゃれんが50周年フォトコンテスト
【募集期間】2021年11月10日（水）～2022年2月6日（日）　最終日WEB17:00　写真の持込16:00まで

無料　応募方法など詳しくはHPをご確認ください。https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/about/architecture/contest/

011-898-0456

北海道博物館（厚別区厚別町小野幌53-2）

〈募集〉あなたの”定山渓”を投稿しよう！「＃わたしの定山渓＿冬」　
2021年12月15日（水）～2022年2月28日（月）　

③Instagramでハッシュタグ「＃わたしの定山渓_冬」をつけて投稿！　
無料　【応募方法】①Instagramで＠jozankei.tripをフォロー　②2021年12月15日～2022年2月28日の期間内に定山渓で写真を撮る

011-598-2012

〈作品募集〉札幌パークホテル「2021年度 中島公園の四季を撮るフォトコンテスト」
【募集期間】2021年12月25日（土）～2022年2月13日（日）

無料　応募方法など詳しくはHPをご確認ください。https://park1964.com/topics/photo-contest2021/

札幌パークホテル

011-511-3143

中央区南10条西3丁目1-1

〈申込受付〉〈作品募集〉チカホで一文字展
【申込期間】1月10日(月)～1月31日(月)【作品締切】2月15日(火)まで【展示期間】3月25日(金)13:00～3月27日(日)18:00

出品料:15歳以下1500円　16歳以上2500円 ※予定数約300点に達し次第、締切ります。10名以上は団体出品扱いになります。
札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北1条イベントスペース（東）〔中央区北1条西3丁目〕

090-2811-3972

第26期特別記念展　西の鉄斎、東の晴湖展
2021年12月7日(火)～2022年3月31日(木)　休館日：月曜日

300円　大学生以下無料
10:00～17:00（入館は16:30まで）

011-552-2100
中央区北2条西2丁目 札幌2・2ビル2階
小原道城書道美術館

糸田ともよ展『雪の日』
1月17日（月）～2月22日（火） 定休日：毎週水曜日 、2月15日(火)は臨時休業

無料　喫茶店内で展示の為、お飲み物等は各自お買い求め下さい。1グループ4名まで
12:30～20:00　LO. / フード 18:00・ドリンク 19:00　※1月27日より時短営業中（2月22日までの予定）

CAFE ESQUISSE（中央区北1条西23丁目1-1メゾンドブーケ円山1F）

011-615-2334

企画展 土肥美帆写真展 北に生きる猫
1月22日（土）～5月8日（日）※休館日：毎週月曜日(3月21日を除く）、2月15日、2月24日、3月22日～23日、5月2日、5月6日

一般500(400)円、高校生・小樽市内高齢者250(200)円、障がい者・中学生以下無料 ※カッコ内は20名以上の団体料金 
9:30～17:00　（最終入館は16：30まで）

0134-34-0035

市立小樽美術館（小樽市色内1丁目9-5）

地域協働展示事業　かでる展示フェスティバル2022「千歳の街・心風景～千歳写友会写真展～」
1月25日（火）～1月31日（月）

無料
9:00～17:00　（最終日は15:00まで）

北海道立道民活動センター　かでる２・７　1F展示ホール

011-522-5167
中央区北2条西7丁目

雪灯路〔ゆきとうろ〕 2022
1月29日（土）～2月5日（土）

無料
18:00～21:00

定山渓神社

011-598-2012
南区定山渓温泉東３丁目
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札幌市立大学・道総研　共同セミナー「知活ゼミナール2021」
2021年10月25日(月)～2022年1月31日(月)

無料
会期中YouTube配信

オンライン開催となります

011-592-2346

〈申込受付〉2022年度ほっくー基金　活動助成募集
【受付期間】2021年11月1日(月)～2022年1月31日(月)　当日消印有効

助成の詳細、応募方法等詳細はHPをご確認ください。http://www.heco-spc.or.jp/HoBiCC/hokku_josei/index.html
【対象分野】北海道における生物多様性保全を目的とする実践的な活動を対象とします。【対象活動期間】2022年4月1日(金)～2023年2月28日(火)

011-218-7811

さっぽろ圏巡って買って応援キャンペーン
2021年11月22日(月)～2022年2月18日(金)

参加方法の詳細はHPをご確認くださいhttps://renkeichusu.startup-city-sapporo.com/
さっぽろ圏内の3市町村で購入したレシートを投稿すると、さっぽろ圏の特産品・ご当地グッズ詰め合わせ（5000円相当）を抽選で30名様にプレゼント！

対象エリア：さっぽろ連携中枢都市圏内の12市町村

011-210-5488

もっと知りたい！ちゅうおう クイズラリー
2021年12月11日(土)～2022年3月21日(月・祝)※当日消印有効
無料　中央区内5つのスポットを巡り、クイズに挑戦しながら地域の魅力を再発見しよう！抽選で60名の方にすてきな賞品をプレゼント！
応募方法等詳しくはHPをご確認くださいhttps://www.city.sapporo.jp/chuo/machi/machizukuri/quizrally/event2021.html

札幌市中央区役所（中央区大通西2丁目9）

011-205-3221

リアル脱出ゲーム×約束のネバーランド「人喰いの森からの脱出」
1月14日(金)～2月27日(日)

料金など詳しくは公式HPをご確認下さい。https://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/neverland_2.html
月水木金 16:30/19:30　 土 10:00/13:00/16:30/19:30 　日祝 10:00/13:00/16:30  ※2月11日(金・祝)のみ19:30回あり

011-522-8777

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

リアル脱出ゲーム札幌店〔旧アジトオブスクラップ札幌〕（中央区南1条西4丁目13日の出ビル 8F）

『大学による盗骨』を読む　第5回
2月9日(水)　18:45～20:45

講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=810
参加費　4000円　25歳以下2000円　別途テキスト代1800円＋税　松島泰勝・木村朗（編著） 『大学による盗骨―研究利用され続ける琉球人・アイヌ遺骨』（耕文社、2019）

さっぽろ自由学校「遊」 愛生舘ビル5F 501A（中央区南1条西5丁目8番地）

011-252-6752

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込
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新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。

■ 設置場所　地下鉄大通駅コンコース横（出口 5 横）

■ E-mail　mail@sapporo-info.com

■ 営業時間　10:00 ～ 20:00（日・祝は 10:00 ～ 19:00）
 　   〈年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日休館〉

こどものアートスクール・トルネード　TORNADO　2022　SPRING　春からはじめよう
1月12日（水）～3月31日（木）

※対象は4月に年中になるお子さんから4月に高校2年生になるお子さんまで詳しくはHPをご確認ください。https://artschool-tornado.com/admission_join/
体験費用は、各コース一律2200円（当日現金払い）※基本的に手ぶらで参加可。上靴も不要。 画材で服が汚れることもありますので小さなお子さんはスモック・エプロンのご持参をおすすめします。 

アートスクールトルネード（中央区南2条西10丁目7-1BUDDY bldg. 3F）

011-212-1140

北海道教育大学岩見沢校卒業・修了制作展　「三叉路と、これから」
1月25日（火）～2月23日（水）　休館日:毎週月曜日　

無料　※修了生3名による展覧会
10:00～16:00

北海道教育大学岩見沢校　森の岩ギャラリー

gankyosotsuten2021@gmail.com
岩見沢市緑が丘2-34　北海道教育大学岩見沢校敷地内

「小品展」　
1月26日（水）～2月6日（日）　休館日:毎週月曜日

無料
13:00～18:00　（最終日は17:00まで）

ギャラリーミヤシタ

011-562-6977
中央区南5条西20丁目1-38

猫時間（ねこのとき）勝木七子・宮本紀美子 日本画展　
2月2日（水）～2月7日（月）　定休日:毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
【水・木・金曜日】10:00～20:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで ※1月27日（木）から時短営業中

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

011-643-5051

北海道教育大学岩見沢校卒業・修了制作展　
2月2日（水）～2月8日（火）　

無料　※卒業制作作品展・修了制作作品展
9:00～22:00

岩見沢市民会館・文化センターロビー及び展示室　まなみーる

gankyosotsuten2021@gmail.com
岩見沢市9条4丁目1-1　

第31回 道銀芸術文化奨励賞受賞記念　吉田みなみ展
2月2日（水）～2月20日（日）　

無料
10:00～18:00　（最終日は15:00まで）

らいらっく・ぎゃらりい

011-233-1029
中央区大通西4丁目1北海道銀行本店ビル1F

北都館 名画の小部屋　シリーズVol.114　菱野 史彦・亮子 ー如月好日ー
2月2日（水）～2月28日（月）　定休日：毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
【水・木・金曜日】10:00～20:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで ※1月27日（木）から時短営業中

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

011-643-5051

第95回記念 2022 第13回 道展U21
2月4日（金）～2月6日（日）

無料
10:00～17:30　（最終日は16:00まで）

札幌市民ギャラリー

011-841-0535
中央区南2条東6丁目

「だれもが愛しいチャンピオン/CAMPEONES(CHAMPIONS)」
2月5日(土)

 ※会場の定員は156席ですが、定員の50%（78席）に限定して、上映会を開催します。  満席の場合は、当日券の販売はいたしません。 事前のメールや電話でのご予約をお勧めします。 （料金は、上映会当日のお支払い）
開演10:30　開場10:00　開演13:30　開場13:00

札幌市教育文化会館　4階 講堂（中央区北1条西13丁目）

090-7055-0074

全席自由　前売1000円　当日1300円  ※札幌映画サークル会員　無料

SCARTS×SIAFラボ 冬の展覧会 2022「都市と自然とデータとかたち」
2月5日(土)～2月20日（日）　※2月9日（水）は休館日です。

無料　【関連イベント】※ギャラリーツアー日時：2月5日（土）15:00～16：00　会場:SCARTSコート1F　※トーク「都市と自然とR&D」　日時：2月13日（日）14:00～17:30 2部構成　会場：SCARTSモールA・B　
10:00～19:00

札幌市民交流プラザ１F　SCARTSモールA・B、SCARTSコート

011-271-1955

中央区北1条西1丁目　さっぽろ創成スクエア

大きな谷のクラフトワーク展
2月8日（火）～2月13日（日）

無料
10:30～18:30　（最終日は17:00まで）

さいとうギャラリー

011-861-0253
中央区南1条西3丁目1ラ・ガレリア5F A室

FAM美術研究所4人展カルテット
2月8日（火）～2月13日（日）

無料
10:00～19:00　（最終日は17：00まで）

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

011-708-0606
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

シンクスクールジュニア
2021年4月1日(木)～2022年3月31日(木)

入学金：5500円、月謝（教室）：6600円、月謝（オンライン）：3300円 ※一部入学金を免除あり
16:30～18:00 ※【要申込】教室受講コース定員10名、オンライン聴講コース定員無し （16:00～19:00まで会場をお子さん向けに開放/お迎えは19:00まで）

眺望ギャラリー「テラス計画」（中央区北2条西4丁目1赤れんが テラス5F）

011-211-4366

予約
申込

すずきまいこ個展「となりのくまたち」
2021年12月23日(木)～2022年2月28日(月)※休館日：土・日・祝日（都合により臨時休館する場合あり）

無料
9:00～17:00

011-272-0501
北海道文化財団 アートスペース（中央区大通西5丁目11 大五ビルヂング 3F）

〈作品募集〉Bunkazai Design Contest 2021
2021年12月17日（金）～2022年2月15日（火）17:00必着

無料 応募方法等詳細はHPをご確認ください（https://www.koubo.co.jp/contest/design/package/119659.html）
※応募先　NPO法人北海道遺産協議会（中央区大通東2丁目3-1　第36桂和ビル7F）

info@hokkaidoisan.org

高嶺格「歓迎されざる者～北海道バージョン」記録映像　期間限定公開
配信期間：2021年11月26日(金)10:00～2022年1月31日(月)17:00まで

無料　詳細はHPをご確認ください。https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=2118

011-271-1955

オンライン公開

仲浩克油彩画展
1月4日(火)～1月31日(月)　休館日：土・日・祝日

無料
9:00～12:30　13:30～15:00

北陸銀行 西岡支店

011-853-9161
豊平区西岡3条5丁目5-8

三岸が愛した札幌　
2021年12月17日(金)～2022年4月10日(日)　休館日：毎週月曜日(3月21日をのぞく)、月曜が祝日の場合は翌火曜(3月22日)、展示替等休館(2月15日～2月18日、3月31日～4月3日)

一般510(420)円、高大生250(170)円 ※（ ）内は10名以上の団体料金※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。※高校生は土曜日並びに学校教育での利用は無料。
9:30～17:00　入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館　展示室1～3（中央区北2条西15丁目）

mima-no-me #みまのめ〈VOL.7〉
2021年12月17日(金)～2022年3月30日(水)　休館日：毎週月曜日(3月21日をのぞく)、 2月15日(火)～18日(金)、3月22日(火)

一般510(420)円、高大生250(170)円　※（ ）内は10名以上の団体料金 ※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。 ※高校生は土曜日並びに学校の活動での利用は無料。
9:30～17:00　入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館 アートギャラリー北海道 2F展示室（中央区北2条西15丁目）

現在を見つめる眼～Vol.16 全国にはばたく北海道の高校生たち
【前期】1月4日(火)～2月16日(水)【後期】2月17日(木)～4月1日(金) 休館日：土・日・祝日

無料
9:00～15:00（銀行営業時間内）

011-233-1029
北海道銀行 本店営業部1階ロビー（中央区大通西4丁目1）

名画の小部屋　版画　あ・ら・かると
1月4日(火)～1月31日(月)　定休日：毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
【水・木・金曜日】10:00～20:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで ※1月27日（木）から時短営業中

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

011-643-5051

AKARI：無重力のパラレル
1月8日(土)～3月6日(日)　※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）

無料
9:00～17:00

011-790-1231
モエレ沼公園 ガラスのピラミッド2Fスペース2（東区モエレ沼公園1-1）

〈申込受付〉〈募集要項〉新さっぽろ冬まつり2022「ぬりえ・えにっきコンテスト」
1月17日(月)～2月15日(火)※郵送の場合は当日消印有効
無料　応募要項など詳しくは公式HPをご確認下さい。https://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/machi/matsuri/index.html

011-895-2442

特別展「よみがえれ！とこしえの加清純子」再び
1月22日(土)～3月21日(月・祝) ※休館日:毎週月曜日（祝日等の場合は開館し、翌日休館）

一般700(560)円、65歳以上・高大生450(360)円、小中生300(240)円 ※カッコ内は前売及び10名以上の団体料金
9:30～17:00（最終入場は16:30まで）関連イベントあり、詳しくは公式HPをご確認下さい。http://www.h-bungaku.or.jp/

北海道立文学館　特別展示室（中央区中島公園1-4）

011-511-7655

きみのみかた　みんなのみかた
1月22日(土)～3月13日(日)　※休館日:毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は開館し、翌火曜日またはその翌日休館）

一般800(640)円　高校・大学生400(320)円　小・中学生200(160)円 ※カッコ内は前売、及び20名以上の団体料金
9:45～17:00（最終入場は16:30まで）

011-591-0090

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）

「ヌプサムメム」高臣大介ガラス展　インスタレーション
2月1日(火)～2月6日(日)

無料
12:00～19:00

0142-75-3262
北区16条西5丁目1-8
TEMPORARY SPACE

アジアの中の日本
1月20日(木)～3月6日(日) ※休館日：会期中の月曜・火曜・水曜日

一般（小学生含む）700円　 障害者手帳保有者（介護者1名も同料金）500円　小学生未満無料
10:00～17:00　（最終入場は16:30まで）

HOKUBU記念絵画館　1・2階展示室

011-822-0306

豊平区旭町1丁目1-36
予約
申込

北斎、広重から夢二、そして…　日本の木版画
1月26日（水）～1月31日（月）　定休日：毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
【水・木・金曜日】10:00～20:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで ※1月27日（木）から時短営業中

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

011-643-5051

群青  GUNSEI  Vol.09　―2週間12部屋の展覧会― 
【前期】1月27日(木)～2月1日(火) 【後期】2月3日(木)～2月8日(火)

無料
10:00～19:00　各会期最終日は17:30まで

アートスペース201　5階6階

090-2873-2250
中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル

はじめてのほんごうしん
1月28日（金）～5月31日（火）

一般300(250)円、高大生200(100)円、中学生以下無料 、65歳以上250(200)円 ※カッコ内は10名以上の団体料金 ※65歳以上の方は年齢の分かるものをご呈示ください。
10:00～17:00（最終入館は16:30まで）休館日:毎週月曜日〔2月1日(火)～2月4日(金)は整備休館、3月21日(月・祝)は開館し3月22日(火)休館〕

本郷新記念札幌彫刻美術館 本館（中央区宮の森4条12丁目）

011-642-5709

予約
申込


