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紙と遊ぶステーショナリー展２

011-241-1841
10:30～20:00 （L.O.19:30）
6月7日(火)～6月19日(日)

無料※カフェのためワンオーダーお願いします。

TO OV cafe/gallery (ﾄ･ｵﾝ･ｶﾌｪ)
中央区南9条西3丁目2-1マジソンハイツ1F

生誕100年　藤川叢三展　 011-642-5709

10:00～17:00 （入館は16:30まで）
6月11日(土)～8月31日(水)休館日：毎週月曜（7/18(月・祝)は開館し、7/19(火)は休館）

一般 300円（250円） 65歳以上250円（200円） 高校・大学生200円（150円） 中学生以下無料 ※( )内は10名以上の団体料金

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

佐藤正人イラストレーション展～思い出の風景～　

011-613-4460
10:30～18:30 (最終日は17:00まで)
6月14日(火)～6月19日(日)

無料

さいとうギャラリー　A室
中央区南1条西3丁目1ラ・ガレリア5F

第5回 宙を奏でる点描曼荼羅画 北海道合同展 「Voyage」　

011-852-6639
10:00～17:00 （最終日は15:00まで）
6月14日(火)～6月19日(日)

無料

札幌市資料館　ギャラリー1
中央区大通西13丁目

三人展 ～光～　

011-251-0731
9:00～19:00 （最終日は17:00まで）
6月14日(火)～6月19日(日)

無料

札幌市資料館　ミニギャラリー6
中央区大通西13丁目

第17回 しんか展　

011-708-0606
10:00～18:00 （最終日は17:00まで）
6月14日(火)～6月19日(日)

無料

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条1F

細川久美子　四世代家族展　＆　細川千代　白寿記念展　

011-251-0731
10:00～17:00 （最終日は16:00まで）
6月14日(火)～6月19日(日)

無料

札幌市資料館 ギャラリー3・4
中央区大通西13丁目

8:00～22:00 （最終日は20:00まで）

モデルルーム　大橋 鉄郎　OHASHI　Tetsuro
3月1日(火)～8月31日(水)

無料 011-209-5075

JRタワー1F東コンコース　JRタワーART BOX
中央区北5条西2丁目

9:00～17:30 (最終入場は17:00まで) ※最終日は16:00まで（最終入場は15:30まで）

ヴェネツィアガラスの水族館　－きらめく 　海の宝石－　
5月24日(火)～9月5日(月)

一般500円　大学生350円　高校生300円　中学生・小学生100円　※65歳以上の方350円（年齢がわかるものをご提示ください）　※障がい者手帳をお持ちの方はご本人と付き添いの方１名様が通常料金の半額となります。

0134-33-1717
北一ヴェネツィア美術館
小樽市堺町5-27

11:00～18:00 （最終日17:00まで）

仲 浩克 油彩画作品展
6月1日(水)～6月13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。　 011-232-3980

ビストロカフェ+ギャラリー オマージュ
中央区南1条西5丁目16-23プレジデント松井ビル100 1F

20:00～25:00

福江悦子作品展「あんのんなれ」
6月1日(水)～6月18日(土)　定休日：日曜・月曜日

無料　要チャージ（火水木は21:00 までのご入店でチャージ無料）　※BARのため飲食をご注文ください。

011-839-0461
BAR＆GALLERY　卍
中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F

10:00～20:00
無料

KAORI TSUVOKAWA SOLO EXHIBITION"LIFE"
4月1日(金)～6月30日(木)　定休日：毎週月曜日/第1第3日曜日

011-615-3532

KIITOS　
中央区大通西17丁目　CASA FORTE 2F

無料　応募要項等詳しくはHPをご確認ください。
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/kensinposuta.html

＜作品募集＞札幌市国保 - ポスターに使用する図案（イラスト）
4月1日(金)～6月30日(木)必着　

011-211-2887
【応募先】札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課国保健康推進担当　
【応募先住所】中央区北1条西2丁目　札幌市役所4F南

9:30～17:00（最終入場は16:30まで） ※金曜日は19:30まで開館（最終入場は19:00まで）

【特別展】日本画家 羽生輝展　悠久の岬を望む
4月16日(土)～6月26日(日)　休館日：毎週月曜日

一般1000(800)円　高大生600(400)円　小中学生300(200)円  ※（ ）は10名以上の団体、リピーター割引料金　※未就学児など無料　※小学生以下は要保護者同伴

011-644-6882
北海道立近代美術館　展示室A
中央区北1条西17丁目

9:45～17:30 （最終入館は17:00まで）

PIXARのひみつ展　いのちを生みだすサイエンス
4月19日(火)～6月28日(火)

一般・大学生 1500円　中学・高校生 1300円　小学生 900円 ※小学生未満は無料　※障害者手帳等をお持ちの方は提示頂くと本人と付き添い1名が無料。

011-591-0090
札幌芸術の森美術館
南区芸術の森2丁目75

9:30～17:00 （最終入場は16:30まで） ※金曜日は19:30まで開館（最終入場は19:00まで）

【特別展】フェルメールと17世紀オランダ絵画展
4月22日(金)～6月26日(日）　休館日：毎週月曜日

一般1800円(1600円)　高大生1000円(800円)　小中学生700円(500円) ※（ ）は10名以上の団体、リピーター割引料金　※未就学児など無料　※小学生以下は要保護者同伴

011-214-5484
北海道立近代美術館　展示室B
中央区北1条西17丁目

9:30～17:00 （最終入場は16：30まで）

100の素描 令和4年度第2期所蔵品展
4月23日(土)～7月3日(日)　休館日：毎週月曜日

一般510(420)円、高大生250(170)円、中学生以下、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方等は無料 ※（）内は10名以上の団体料金。※高校生は土曜日ならびに学校の活動での利用は無料。

011-644-8901
北海道立三岸好太郎美術館
中央区北2条西15丁目

Lunch 12:00～　Dinner 18:00～

おかわり日和　彼方アツコ個展
4月27日(水)～6月28日(火)　定休日：月曜・祝日

 アートグッズ付きコース　Lunch 3400円～　Dinner 5000円～　（完全予約制1組2名様～）

完全貸し切り日本酒居酒屋 柚日出
中央区南6条西3丁目6-24第2桂和ビルB1F

予約
申込

11:00～19:00 （最終日は17:00まで）

経塚真代 個展
5月2日(月)～6月30日(木)　休館日：土曜・日曜・祝日

 無料 011-261-3311

グランビスタギャラリー サッポロ
中央区北1条西4丁目札幌グランドホテル1F

011-212-1712

10:00～18:00 ※金曜土曜日のみ19:00まで（最終入場は閉館の30分前まで）

バンクシー展 天才か反逆者か
3月24日(木)～7月3日(日)

チケットは前売・当日あり※数量限定 ※未就学児入場無料※小学生以下のお子様は保護者同伴でご入場ください。※チケット情報はホームページをご覧ください。https://banksyexhibition.jp/

banksy-sapporo@htb.co.jp
東1丁目劇場施設（旧北海道四季劇場）
中央区大通東1丁目10

今井喬裕展　-状況の構図-
6月2日(木)～7月24日(日)　会期中の木・金・土・日曜日開催

一般(小学生含む) 700円 ※小学生未満無料 ※障害者手帳をお持ちの方（介護者1名も同料金）500円

予約
申込※70分ごとの時間別予約制 ①10:00～11:10 ②11:10～12:20 ③12:20～13:30 ④13:30～14:40 ⑤14:40～15:50 ⑥15:50～17:00

HOKUBU記念絵画館(豊平区旭町1丁目1-36)
011-822-0306

11:00～18:00 （最終日は17:00まで）

札幌の木、北海道の椅子展　’21-’22
6月4日(土)～6月19日(日)　火曜休廊

無料 011-562-7762

GALLERY創
中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ

11:00～20:00 （最終日は17：00まで）

あ・ら・かるとアート展
6月6日(月)～7月2日(土) 　定休日：日曜・祝日

無料 011-861-0253

ギャラリー土土＆土土カフェ
中央区南15条西15丁目2-10

■GROUP EXHIBITION■ 　"LOST IN GRAFFITI vol.1"　

011-261-6511
10:00～18:00 （最終日は17:00まで）※6月18日（土）12：00～18：00 （作家在廊）
6月14日(火)～6月24日(金)　休館日：6月19日(日)　

無料

NAKAHARA DENKI Free Information Gallery
中央区北2条西2丁目29-1札幌ウイングビル1F

あとモコ～art MOTTO! collection　

a_cross44@yahoo.co.jp
11:00～19:30
6月15日(水)～6月16日(木)

無料

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）　北大通交差点広場（東）ビッセ横
中央区大通西3丁目

　第76回　個の集団　全道展　

090-6449-4419
10:00～18:00 （最終日は16:30まで）
6月15日(水)～6月26日(日)　休館日：6月20日(月)

前売600円　当日800円　25歳以下・障害者手帳をお持ちの方：無料

札幌市民ギャラリー　全館
中央区南2条東6丁目

　華に魅せられて　 nachikosan25@gmail.com

15:00～24:00 (最終日は19:00まで)
6月15日(水)～6月29日(水)　

無料※カフェのためワンオーダーお願いします。　【6/18】店内にてProjectjokeツイキャスライブ(予定)　【6/19・25日】15時以降、店内奥にてヘナタトゥーコラボイベント開催

瀟洒珈房　月織堂
中央区南6条西3丁目1ニューオリンピアビル9F

　映画とごはんの世界旅行vol.2 インドネシア編『珈琲哲學 恋と人生の味わい方』　 kinomado@gmail.com

①11:30～　②16:00～ 　（各回30分前受付開始）
6月18日(土)　【定員】各回40名

2500円　インドネシアごはん「KUMADEのインドネシア風焼き鳥弁当」付き ※上映後、テイクアウト可能な状態でお渡しいたします。 上映会場内でお召し上がりいただくことも可能です。

庭ギャラリー
中央区大通西17丁目1-7庭ビル2F

　アトリエBIO《ビオ》オリジナルアート作品展 秘密の楽園・天国 　～own style art～　

011-233-1029
7:00～21:00 (最終日は15:00まで)
6月18日(土)～6月30日(木）

無料

北海道銀行札幌駅前支店　道銀ギャラリー
中央区北4条西3丁目1

　第7回グループ水煌展　

0134-24-7688
10:00～18:00 （最終日は17:00まで）
6月21日(火)～6月26日(日)

無料

ギャラリー大通美術館　A室
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

6.13 6.26 

１

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。

vol.365
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SGS工房第14回生徒作品展 耀空間 -Thank you for the 39th year-　

011-811-0785
10:00～18:00 （最終日は17:00まで）
6月21日（火）～6月26日（日）

無料

コンチネンタルギャラリー
中央区南1条西11丁目コンチネンタルビル B1F

北川智浩　作陶展

090-2072-6267
10:00～19:00 （最終日は16:00終了）
6月21日（火）～6月27日（月）

無料

札幌三越　本館9F　三越ギャラリー（Aギャラリー）
中央区南1条西3丁目8

能面展「おもて」 011-839-0461

20:00～25:00
6月21日（火）～6月30日（木）　定休日：日曜・月曜日

無料　要チャージ（火水木は21:00 までのご入店でチャージ無料）　※BARのため飲食をご注文ください。

BAR＆GALLERY　卍
中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F

伊賀 信 展 endlessly

011-562-7762
11:00～18:00 （最終日は17:00まで)
6月22日（水）～7月3日（日）　定休日：毎週火曜日

無料

GALLERY創
中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ

第11回クラフトカフェ17人展

090-4871-1200
6月24日（金） 10:00～17:00
6月23日（木） 12:00～19:00 

無料

札幌市民交流プラザ1F　SCARTSコート
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

コダーイ・メソッド体験セミナーVol.13

011-313-3178
【開催日】7月24日（日）　13:30～16:30
【募集期間】4月6日（水）～7月23日（土）

一般2000円　学生1500円

札幌市資料館2F　研修室
中央区大通西13丁目

＜出演者募集＞令和4年度 札幌市民芸術祭　ギター音楽祭　

011-271-5822
応募料・応募資格・演奏時間・曲目等詳しくはHPをご確認ください。

【募集期間】6月1日（水）～6月25日（土）必着　

https://www.kyobun.org/fes_event.php?gid=2

【応募先】札幌市民芸術祭実行委員会事務局
中央区北1条西13丁目　札幌教育文化会館内

ガット弦とアコーディオンで奏でるバッハの世界 ～ゴルトベルク変奏曲CD発売記念コンサート～

011-665-0675
【昼の部】開演14:00開場13:30 【夜の部】開演19:00開場18:30
6月14日(火)

全席指定 一般4000円　U22割2000円 

ふきのとうホール
中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6F

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.13　フランス連弾名曲集（独奏）

090-3393-4245
開演19:00　開場18:30
6月16日(木)

一般2000円　学生1000円

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

聖と俗の音の旅Ⅲ Rosa das rosas 中世のマリア讃歌

080-3395-7020　otoniwa.kogaku@gmail.com
開演15:00　開場14:30
6月18日(土)

全席自由 前売3500 円  当日4000 円   学生2000 円  小学生以下無料（２F和室児童部屋もご利用下さい）

札幌豊平教会　礼拝堂
豊平区豊平6条3丁目5-15

3“meets”you　～サンミツ～　札幌編

011-852-2210
開演18:00　開場17:30
6月18日(土)

全席自由 4000円　

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

hitaruのひととき ～尾高忠明 presents 偉大なる英国の巨匠たち～ 011-271-1950

開演14:00　開場13:00
全席指定 一般3000円 　U25 1500円 ※U25 1997年以降にお生まれの方であれば学生に限らずご購入いただけます。ご来場時に生年を証明できるものをお持ちください。 ※未就学児入場不可。

6月18日(土) 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

札幌南高等学校吹奏楽部 第40回 定期演奏会

011-521-2311
開演17:00　開場16:00
6月19日(日)

全席自由 一般 1000円 高校生以下 500円 ※0歳以上の未就学児入場可（無料）

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

Piano duo Concert　ピアノデュオコンサート

090-9436-4596
開演15:00　開場14:30
6月19日(日)

一般2000円　学生1500円

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

中世古楽の世界 sapporo.mmc@gmail.com

OKUIMIGAKUギャラリー （中央区旭ヶ丘5丁目6-61）
6月19日(日)　開演16:00　開場15:30

前売3500円　当日4000円　学生2000円

6月21日(火）開演19:00　開場18:30
フェアトレード雑貨＆レストランみんたる（北区北14条西3丁目2-19）
前売3500円　当日4000円　学生2000円　1ドリンク付

柴田 千賀子 ピアノ・リサイタル

011-612-8696
開演19:00　開場18:30
6月24日(金)

全席自由 3500円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

＜参加者募集＞【サウンドバトル北海道】全道ノンプロバンドバトル10周年記念大会

予約
申込

予約
申込

予選：6月19日(日)、 7月16日(土)、 8月20日(土)、 8月21日(日) 各13:00スタート　決勝：11月3日(木・祝)14:00
ESPホール（7月16日のみ　ラソラ札幌イベントコート開催）　中央区南3条西1丁目3-6　狸小路BIGBOSS 3F

011-799-4460

一般入場料 500円　応募は1名2000円（締切や応募方法はHPをご覧ください。https://www.facebook.com/nonproband/）

＜参加者募集＞第2回 さっぽろweb声楽コンクール 090-8705-3319

【ガラコンサート開催日】9月23日（金・祝）　みべ音楽院スカルラッティホール
【募集期間】5月1日（日）～8月31日（水）（撮影必要な方は8月13日（土）まで）応募方法など詳しくはHPをご確認ください。https://piccolopalco.com/introduction/detail/?id=3 

参加費：撮影不要7000円　要撮影（ピアニスト不要）10000円　要撮影（要ピアニスト）15000円 

第32回 菅原邦楽研究室定期公演「邦楽アンサンブルの魅力」

011-531-5565
開演13:30　開場13:00
6月25日(土)

全席自由 1000円　高校生以下無料

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

アイノラのつどい VOL.22 第4回配信コンサート ～J．シベリウスのバラード～

sibeliusxhokkaido@gmail.com7月9日までアーカイブでの視聴が可能
6月25日(土）　19:00 配信スタート

配信チケット 1000円　 北海道支部プレミアム応援チケット 2000円 ※チケット購入期限：6月30日(木)

配信　https://twitcasting.tv/step_hokkaido/shopcart/136725

～初夏の風にのせて～ 懐かしい歌とアンサンブルの夕べ

011-665-0675
開演14:00　開場13:30
6月25日(土)

全席自由 前売2000円　当日2500円

ふきのとうホール
中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6F

打田十紀夫 “新刊発売記念” 北海道ライブツアー2022 札幌編 011-512-0005

開演20:00　開場19:30
6月25日（土）

前売3000円 当日3500円（要ドリンクオーダー）  先着25名に達した場合は当日受付は無くなります。

STORMY MONDAY
中央区南6条西3丁目6-27 おおたビル5F

ウィンドアンサンブル☆ステラ　第13回定期演奏会

090-7055-1256
開演18:00　開場17:30
6月25日（土）

無料　

札幌市生涯学習センター　ちえりあホール
西区宮の沢1条1丁目1-10

札幌交響楽団 第646回 定期演奏会 011-520-1771

6月26日（日） 13:00開演 12:20開場
6月25日（土） 17:00開演 16:20開場

 S席6000円 A席5000円 B席4500円 C席3500円 U25割（B・C席）1500円 ※1997年以降生まれの方が対象です ※未就学児の入場はご遠慮ください。

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

2022　北海道合唱団定期演奏会

011-811-9889
開演13:30　開場12:45
6月26日（日）

一般1500円　中高生500円

札幌サンプラザコンサートホール
北区北24条西5丁目1-1

ショパンをめぐる音楽シリーズ⑥ 伊藤 裕佳子 ピアノ・リサイタル ～出会いは転機：シューマン、リスト～

011-863-2718
開演13:30　開場13:00
6月26日（日）

全席指定　2000円

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

第八回 長唄百和会 演奏会

0134-54-3857
開演13:30　開場13:00
6月26日（日）

2000円

札幌市教育文化会館　小ホール
中央区北1条西13丁目

ギターの祭典2022　ギターをみんなのものに 090-8176-3234

【学生・一般の部】開演10:10 【正会員の部】開演13:30
6月26日（日）

【学生・一般の部】無料 【正会員の部】前売 一般2500円 学生1000円　当日 一般3000円 学生1500円　

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

北海道大学交響楽団 第143回 定期演奏会

hokudaiok@gmail.com
開演18:00　開場17:00
6月26日（日）

全席 1000円

カナモトホール（札幌市民ホール）　大ホール
中央区北1条西1丁目

すずき一平マンスリーコンサート

011-799-4460
開演13:30　開場12:00　
6月25日(土)　※申込締切：6月23日(木)

自由席 5000円　※中華プレート・ソフトドリンク付き

大通公園ビル フードハウス
中央区大通西6丁目大通公園ビル2F

【第1532回公演】第15回混声合唱団コールプリマ研究発表会

011-691-3191
開演13:30　開場13:00
6月26日（日）

一般・学生 1000円

札幌市生涯学習センター　ちえりあホール
西区宮の沢1条1丁目1-10

大石学 ピアノソロライブ

090-7057-7932
開演15:00　開場14:30
6月26日（日）

前売3000円　当日3500円　

奥井理ギャラリー
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

第27期特別記念展 女性の書画展～江戸から昭和まで

011-552-2100
10:00～17:00
4月7日(木)～7月31日（日）　休館日:毎週月曜日

300円（大学生以下無料）

小原道城書道美術館
中央区北2条西2丁目41札幌2・2ビル2F

竹華書道会作品展　（第8回かでるマンスリー展示）

011-522-5167
9:00～17:00 （最終日は13:00まで）
6月2日(木)～6月16日(木)

無料

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

Sunny.S POPUP STORE for 2nd exhibition「コトノハ舞うは紡風」～冬・春・夏を吹きぬけて～

011-221-3802
9:00～22:30 （終了時間はその日の上映タイムテーブルによります。）
6月5日(日)～6月18日(土)

無料　※ミニ展示と作品・グッズの販売です。

サツゲキ （映画館・ロビー内スペース）
中央区南2条西5丁目6-1　狸小路5丁目内

第43回 SSP展「自然を楽しむ科学の眼 2022-2023」

03-3264-3383
10:00～18:00
6月10日（金）～6月15日（水）

無料　

富士フイルムフォトサロン札幌
中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1F

特別展「地図と文学の素敵な関係」 011-511-7655

9:30～17:00 （最終入場は16:30まで）　関連イベント6件あり。詳しくはHPをご確認ください。 http://www.h-bungaku.or.jp/exhibition/special.html
6月18日（土）～8月14日（日）　休館日：毎週月曜（7/18（月・祝）は開館し、7/19（火）は休館）

一般500(400)円 高大生250(200)円 中学生以下・65歳以上無料 ※()内は10名以上の団体料金

北海道立文学館　特別展示室（中央区中島公園1-4）

半﨑美子「明日を拓こう ～5周年記念北海道ツアー2022～ 」

011-232-1373
開演19:00　開場18:00
6月21日(火)

全席指定 前売4500円　当日5000円 ※未就学児入場不可

カナモトホール（札幌市民ホール）
中央区北1条西1丁目

2022　カワイコンサート 東 誠三 ピアノリサイタル 011-251-2317

開演18:30　開場18:00
6月23日(木)

全席自由 一般2500円　カワイ会員・学生2000円　ペア4000円 ※5歳以上の未就学児入場可（座席使用時有料／ひざ上鑑賞無料）

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

予約
申込

舞
台
芸
術

無料　オンライン開催　

【映像配信】能楽師が解説「はじめての能」
4月1日（金）～2023年3月31日（金）23:59　

011-271-5822

【前編】https://youtu.be/I9SLsrKxJBw 
【後編】https://youtu.be/rdD3NBW96BY

２

　

※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6月8日時点の情報を元に作成しております。

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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＜申込受付＞劇団四季ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』
【受付期間】4月16日（土） ～7月10（日）

S席9900円 ※公演当日3歳以上有料（ひざ上観劇不可）、2歳以下入場不可。

予約
申込7月6日(水)開演18:30開場17:45　7月8日（金）開演13:30開場12:45　7月9日（土）①開演13:00開場12:15　②開演17:30開場16:45　7月10日（日）開演13:00開場12:15

0570-008-110
札幌市教育文化会館　大ホール（中央区北１条西13丁目）

開催教室・日程等の詳細は、HPをご確認ください。http://letstry.socialdance.asia/174.html

社交ダンス無料体験講座「2022 レッツ・トライ・ダンシング」　
5月～6月

無料 011-376-1009

予約
申込

札幌市内（中央区、東区など）のダンススクールなど

ありがとう葉櫻さん　大日本社会人落語フェスティバル

knymtsnr@gmail.com
開演10:30
6月19日（日）

500円　定員90名

札幌エルプラザ4F　大研修室
北区北8条西3丁目

天どん・扇・きよ彦三人会～第7回札幌つながり寄席～ 090-4222-8881

開演15:30　開場15:00
6月19日（日）

全席自由　前売3500円　当日4000円 　大学生以下1000円　※別途ジンギスカン懇親会有　食べ飲み放題付き5000円

松尾ジンギスカン札幌北19条東店　
東区北19条東8丁目3-2

6月観劇会 文学座「一銭陶貨～七億分の一の奇跡～」

011-241-7081
6月25日（土） 13:00～
6月24日（金） 19:00～

無料

北海道立道民活動センター　かでる2・7　かでるホール
中央区北2条西7丁目

吟ムツの会「マグノリアの花たち」

090-1165-4511　
開場は開演の30分前
6月24日(金)19:00　25日(土)14:00　26日(日)14:00　27日(月)19:00　 28日(火)14:00 

一般3000円　学生1500円　

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

予約
申込

能面展「おもて」　トーク「面と幽玄美」+謡（藤井雅之）＆琵琶尺八演奏（ジュメル）

20:30～
6月25日（土）　定員10名 BAR＆GALLERY　卍

中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F

ユースクラス：17:00～18:30/一般講習会：19:00～21:00　

＜2022年度 受講生募集＞人形浄瑠璃講習会　　 ※締切はなく随時受付 　

申込
予約

《ユースクラス／中学生～高校生対象 定員：15名》 ：3000円(年会費。足袋・黒手袋代実費)　《一般講習会／18歳以上対象 定員：15名 》 受講料：10000円(年会費。足袋・黒手袋代実費)  

011-723-5911

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）
【講習会日程】 Ⅱ期 7月26日（火）～29日（金）　Ⅲ期 10月12日（火）～14日（金）　Ⅳ期 11月29日（火）～12月2日(金)

19:00～20:30　

＜2022年度 受講生募集＞義太夫講習会

中学生～高校生 3000円　18歳以上 10000円 ※その他指すり代実費。 定員:20名

予約
申込

【講習会日程】 Ⅱ期 7月13日（水）～15日（金）　Ⅲ期 10月5日 （水）～7日（金）　Ⅳ期 11月30日(水)～12月2日（金）
011-723-5911

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

※締切はなく随時受付 　

Rikka Reading Live vol.12「アモーレがいっぱい」～ベネチアに恋して～

011-556-6788
開演19:00　開場18:30
6月26日（日）

全席自由　前売2500円　当日3000円

札幌市民交流プラザ1F　SCARTSコート
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

ダンスパフォーマンス2022

011-582-8284
開演17:00　開場16:15
6月26日（日）

全席自由　3500円

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

ろうどくの小径　第99回

090-3392-2123
開演13:00　開場12:30
6月26日（日）

無料

札幌市中央図書館
中央区南22条西13丁目1-1

予約
申込

011-839-0461

2000円+1ドリンク注文をお願いいたします。 （ガンゲットダイマでのライブと通しでご来場により1ドリンク無料。 ）　 

＜参加者募集＞北芸亭・寄席演芸講座　
【募集期間】5月23日(月)～　北海道立道民活動センター 　かでる2・7（中央区北2条西7丁目） 予約

申込

011-272-0501

劇団リュイール　第6回公演　紅子　-べにこ-

080-3233-0045
6月18日（土）開演14:00 開場13:30
6月17日（金）開演18:30 開場18:00　

無料

札幌市教育文化会館　小ホール
中央区北1条西13丁目

朗読live イランカラプテvol.4 ～アイヌの昔話と世界の童話～

info@office-timbre.com
開演19:00　開場18:45
6月18日（土）　定員60名

当日4500円（会場現金払い）　録画視聴付き前売り券6000円

豊平館　広間
中央区中島公園1-20

演劇集合体マキニウム　2022　RANK別 Directions　【RANK-B】

090-9438-4195
6月19日(日)開演14:30開場14:00　開演19:00開場18:30
6月18日(土)開演19:00　開場18:30 

800円　ライブビューイング 600円

studio Mk-Boo!　演劇集合体マキニウム稽古場
東区北25条東16丁目1-2ステラ元町ビル3F

14:00～16:00

渡辺淳一文学館主催 朗読スクール　みんなの朗読～坊っちゃん三昧～
6月15日（水）　7月6日（水）　7月20日（水）　8月3日（水）リハーサル　8月17日（水）発表会　 渡辺淳一文学館

中央区南12条西6丁目414 申込
予約

011-551-1282

開演19:00　開場18:30

第20回札幌福北寄席 ナオユキ・昔昔亭Ａ太郎二人会
6月17日（金）

自由席 前売2500円　当日2800円　（前売完売の際は当日券販売はありません。）

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台2F内

03-5909-3080

開演13:00　開場12:30

渡辺淳一文学館主催 朗読スクール　名作を朗読しましょう　第2期発表会
6月16日（木）　6月22日（水）　6月23日（木）

 無料　80名限定　予約制

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414 申込

予約
011-551-1282

6月18日（土）15:00 19:30　　6月19日（日）15:00

クラアク芸術堂第4回公演『カラマーゾフの裁判』
6月13日（月）19:30　　6月14日（火）19:30　　6月15日（水）休演日　　6月16日（木）19:30　　6月17日（金）19:30　

一般2500円　25歳以下1500円 ※当日券のお客様は、会場でお名前とお電話番号のご記入をお願いします。 ※25歳以下料金では年齢確認できるものの提示をお願いする場合があります。

050-5242-9188

カタリナスタジオ（北区北10条西2丁目18-1）

15000円（全10回）クレジットカード可（教材コピー代別途） 定員10名(最小開催人数6名)

サッポロ・シティ・ジャズ ボランティアスタッフ募集
【冬期募集期間】3月15日（火）～10月20日（木）
【冬期活動期間】11月～2023年3月31日　　

市内各会場

https://scj-savers-member.jp/

予約
申込

011-592-4125

募集要項・説明会等の詳細及び応募はHPをご確認ください。

11:00～14:00

土曜日限定「ソープカービング教室」
4月2日（土）～6月25日（土）　毎週土曜日開催 ル・トロワ 2F　特設会場

中央区大通西1丁目13
予約
申込

体験レッスン料 2500円　対象6歳～事前予約制 (空席ある場合は当日可）　１レッスン 3500円（90分) お得な回数券もございます。通常レッスンは中学生以上　事前予約制

090-1542-5376

応募要項・申請方法等詳しくはHPをご確認ください。

＜募集＞2022年度 第34回 福祉住宅・福祉小規模集合住宅 バリアフリー 建築助成
【応募期間】5月1日（日）～11月30日（水）必着　※年1回公募

 http://normalize.or.jp/activities/welfare/ 011-613-7551

無料　応募資格・規格・方法等はHPをご確認ください。

＜作品募集＞2022年度 第27回 小・中学生による「安全・快適アイディア」コンテスト
【募集期間】6月1日（水）～10月31日（月）必着

http://normalize.or.jp/activities/contest/contest-requirements/ 011-613-7551

【開催日】7月5日（火）18:30～20:00

【公開講座】回転寿司チェーンから読み解く  経営＆会計
【募集期間】6月13日（月）～6月24日（金）

500円※講座当日に受付にて徴収いたします。　定員20名

北海道情報大学　札幌サテライト教室

申込
予約

011-385-4427

■宵宮祭　6月14日18:00 ■例祭　6月15日10:00 ■神輿渡御　6月16日9:00

令和4年　北海道神宮例祭 札幌まつり
6月14日（火）～6月16日（木）

 無料

北海道神宮
中央区宮ヶ丘474

011-611-0261

11:00～20:00

さっぽろわざわざわストリート
6月17日（金）～6月30日（木）

 無料　「いつものまちに、いつもと違うにぎわいを。」詳しくはHPをご確認ください。https://s1-street-project.jp/

南一条通
中央区南1条西2丁目、3丁目

011-801-1520

【応募締切】7月7日（木）※ご搭乗後の応募となります。

富山ー札幌便スペシャル搭乗キャンペーン実施中！ANA旅行券プレゼント（3000円）
【対象期間】4月26日（火）～6月30日（木）までのご搭乗分

応募対象・条件・応募方法等詳しくはHPをご確認ください。https://www.toyama-airport.jp/5272
050-1752-5800

【問合先】富山-札幌便スペシャル搭乗キャンペーン事務局

アンケート配布枚数が目標枚数(400枚)に達した場合は配布を終了いたします。

もっと親しまれる文化財・旧永山邸アイデア募集アンケート
5月1日（日）～8月31日（水）

くわしくは旧永山邸管理室までお問い合わせください。全ての設問に回答いただきました方には、ナガヤマレストの500円お食事券をお渡しいたします。

011-232-0450
札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮　館内及び管理室
中央区北2条東6丁目2

【応募先】公益財団法人　ノ一マライゼーション住宅財団
【応募先住所】中央区大通西16丁目2-3ルーブル16　9F

10:00～11:00　親子（幼稚園から中学生）10組限定

伝統文化親子風呂敷教室
5月8日（日）～11月13日（日）　日曜開催（月1回）

実施回数　教室7回　参加費：500円 (毎月1回教材費)　発表会1回※9/4 12:00～15:00 発表会(札幌市教育文化会館小ホール)

札幌市民交流プラザ　SCARTS　ミーティングルーム
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

13:00～14:30　20名限定、幼稚園から中学生対象

全国こども風呂敷学校
5月8日（日）～11月13日（日）　日曜開催（月1回）

実施回数　教室7回　参加費：500円 (毎月1回教材費)　発表会1回 ※9/4 12:00～15:00 発表会(札幌市教育文化会館小ホール)

札幌市民交流プラザ　SCARTS　ミーティングルーム
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

080-6078-2266

080-6078-2266

19:00～21:00 （9・10月は18:00～）
無料（入場対象：宿泊者限定）

JOZANKEI NATURE LUMINARIE
6月1日（水）～10月23日（日） 南区定山渓温泉西4丁目　二見公園～二見吊橋

 011-598-2012

【応募先】公益財団法人　ノーマライゼーション住宅財団
【応募先住所】中央区大通西16丁目2-3ルーブル16　9F

【開催日】7月2日（土）10:30～12:00

【公開講座】高齢者を見守るしくみについて ～今使えるしくみと新しい技術について～
【募集期間】6月6日（月）～6月17日（金）

500円※講座当日に受付にて徴収いたします。　定員20名 011-385-4427

北海道情報大学　札幌サテライト教室 予約
申込中央区北3条西7丁目緑苑ビル4F　㈱SCC北海道支店内

中央区北3条西7丁目緑苑ビル4F　㈱SCC北海道支店内

札幌市北３条広場（アカプラ）　中央区北2条西4丁目及び北3条西4丁目

サッポロフラワーカーペット　2022
6月24日(金)16時頃 ～6月26日（日）16:30

 無料　バーチャルフラワーカーペットもwebで実施　https://sapporo-kita-3jo.parallel-city.jp/　

赤れんが テラスは 5/28(土) より展示
札幌駅前通地下広場（チ・カ・ホ）　赤れんが テラス ほか

6月26日（日）10:00～16:00

山の蚤の市
6月25日（土）10:00～17:00

 無料

さっぽろばんけいスキー場　センターロッヂ 2F
中央区盤渓410

050-5360-8363

10:00～12:00　【集合時間】10:00　

森のようちえん「いつもり」
6月26日（日）

 親子ペアで1500円、おひとり増える毎に1000円プラスとなります。 定員：6家族

【集合場所】真駒内駅構内定期券発売所隣
【集合場所住所】南区真駒内17

070-8985-0961

11:00～16:00

Luck楽フェア
6月26日（日）

 無料

北海道自治労会館3F　中ホール
北区北6条西7丁目5-3

090-1307-7800
【ちえりあ学習ボランティア企画講座】さっぽろの公園をもっと楽しもう!　
【募集期間】5月1日（日）～7月25日（月）

受講料2800円（全3講）　定員20名
申込
予約

011-671-2311

開演14:00　開場13:30

第10回 新渡戸稲造と札幌遠友夜学校を考える会 記念フォーラム
6月19日（日）

 500円/予約不要　※マスク着用でのご参加をお願いします

北海道大学　学術交流会館1F　小講堂
北区北8条西5丁目

011-577-1441

011-211-6406

札幌市生涯学習センター（西区宮の沢1条1丁目1-10）他
【開催】第1講　9月2日(金)　14:00～16:00　札幌市生涯学習センター　 第2講　9月23日(金)　13:00～15:00　円山公園 　第3講　9月30日(金)　13:00～15:00　中島公園

予約
申込

13:30~16:00

福祉レクリエーションのつどい
6月19日(日) 

中央区大通西19丁目1-1
予約
申込

300円(資料代を含む)　先着30名　服装は普段着でOKです。

090-1385-3385　FAX011-694-0726
札幌市社会福祉総合センター3F　第3会議室

【開催日時】6月18日(土)　8月27日(土)　10月10日(月・祝)　12月3日(土) 　各回13:30～15:00　定員各回20名（先着順）
各回1000円　（8月27日は2000円）　会場・対象・申込方法など詳しくはHPをご確認ください。https://haf.jp/news.php?n=210

３

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。

※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6月8日時点の情報を元に作成しております。




