vol.366

6.27

7.10

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

8:00〜22:00（最終日は20:00まで）
無料

バンクシー展 天才か反逆者か
3月24日(木)〜7月3日(日)

生誕100年 藤川叢三展

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） 本郷新記念札幌彫刻美術館 本館

JRタワー1F東コンコース JRタワーART BOX

10:00〜17:00（入館は16:30まで）

中央区北5条西2丁目
011-209-5075

中央区宮の森4条12丁目

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
banksy-sapporo@htb.co.jp

華に魅せられて

6月15日(水)〜6月29日(水) 定休日：6月27日（月）
・28日（火） 瀟洒珈房 月織堂

東1丁目劇場施設（旧北海道四季劇場）

中央区南6条西3丁目1ニューオリンピアビル9F

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） 中央区大通東1丁目10

15:00〜24:00 (最終日は19:00まで)

KAORI TSUVOKAWA SOLO EXHIBITION"LIFE"

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

無料※カフェのためワンオーダーお願いします

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/
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
10:00〜20:00
無料

6月18日(土)〜6月30日(木）

KIITOS

7:00〜21:00 (最終日は15:00まで)

中央区大通西17丁目CASA FORTE 2F

無料

011-615-3532

011-211-2887

＜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

無料 応募要項等詳しくはHPをご確認ください。

北川智浩 作陶展

6月21日(火)〜6月27日(月)

【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

10:00〜19:00（最終日は16:00終了）

【応募先住所】中央区北1条西2丁目 札幌市役所4F南

無料

https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/kensinposuta.html

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)

9:45〜17:30（最終入館は17:00まで）

札幌芸術の森美術館

011-591-0090

能面展「おもて」

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

南区芸術の森2丁目75

4月23日(土)〜7月3日(日) 休館日：毎週月曜日
9:30〜17:00（最終入場は16：30まで）

北海道立三岸好太郎美術館

011-644-8901

中央区北2条西15丁目

一般510(420)円 高大生250(170)円 ※（）内は10名以上の団体料金。中学生以下など無料。※7月1日（金）は開館記念のため入館無料。
4月27日(水)〜6月28日(火) 定休日：月曜・祝日
Lunch 12:00〜 Dinner 18:00〜

完全貸し切り日本酒居酒屋 柚日出

011-212-1712

中央区南6条西3丁目6-24第2桂和ビルB1F

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〜）

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
11:00〜19:00（最終日は17:00まで）
無料

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
011-261-3311

ヴェネツィアガラスの水族館 −きらめく 海の宝石−

北一ヴェネツィア美術館

5月24日(火)〜9月5日(月)

予約

申込

0134-33-1717

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） 小樽市堺町5-27

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。

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

011-822-0306

HOKUBU記念絵画館(豊平区旭町1丁目1-36)

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
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

佐藤香織 点描画展「Cafeのひとつぶ」
6月3日(金)〜7月10日(日)

平日】8:00〜20:00 (L.O. 19:30)【土日祝】9:00〜20:00 (L.O. 19:30)
無料※お一人様ワンオーダーお願いします

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

11:00〜20:00（最終日は17：00まで）
無料

【募集期間】6月8日
（水）〜7月7日
（木）

【開催日】7月8日(金)①10:30〜12:30/②14:00〜16:00 7月9日(土)③10:30〜12:30

6月9日(木)〜7月5日(火) 定休日:毎週水曜日

ギャラリー土土＆土土カフェ

【開催日】7月9日
（土）9:30〜12:00

011-271-5471

中央区南2条東6丁目

無料

永桶麻理佳展

6月28日(火)〜7月3日(日)

9:00〜19:00（最終日は18：00まで）
無料

美術サークルア〜トリエ これから展
6月28日(火)〜7月3日(日)

9:00〜19:00 (最終日は17：00まで）
無料

夏華展

6月28日(火)〜7月3日(日)

10:00〜18:00 (最終日17:00まで)
無料

011-233-1029

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
090-2072-6267

BAR＆GALLERY 卍

011-839-0461

中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F

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

GALLERY創

中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ
011-562-7762

札幌市資料館 ミニギャラリー6
中央区大通西13丁目
070-5454-5193

札幌市資料館 ミニギャラリー3・4
中央区大通西13丁目
011-303-0615

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
011-708-0606

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
011-261-6511

豊平館（中央区中島公園1-20）

0192-47-5123

予約

申込

全席自由 ①②1200円 (入場時に別途観覧料300円がかかります。) ③④1500円 ※小学生以下無料。座席使用の場合は、お子様の分も併せてご予約ください。

-2022- 北海道会創立50周年記念 日本現代工芸美術展北海道会展

6月29日(水)〜7月3日(日)

10:00〜17:30 (最終日は15:00まで）
無料
011-615-2334

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

中央区大通西13丁目

中央区北4条西3丁目1

①開演13:00開場12:45受付12:30 ②開演15:30開場15:15受付15:00 ③開演18:00開場17:45受付17:30 ④開演20:00開場19:45受付19:30

中央区南15条西15丁目2-10

札幌市資料館2F 研修室

11:00〜18:00（最終日は17:00まで)

6月29日(水) 【各回30名限定・要事前予約】

無料※お一人様ワンオーダーお願いいたします。
ご来場の際にはマスク着用の協力をお願いします ※1グループ4人まで

【募集期間】6月10日(金)〜6月29日(水) 17:00

6月22日(水)〜7月3日(日) 定休日：毎週火曜日

いのちてんでんこ The MOVIE in 札幌

月〜土12：30〜22：00 日・祝12：30〜21：00 ※時短営業中［フードL.O. 20:00(日祝 19:00) / ドリンクL.O. 21:00(日祝 20:00)］

子供と大人の写生会＆バルーンアートを作ろう

伊賀 信 展 endlessly

無料

2200円 (作品成焼費込み、当日現金支払) 各回定員20名（先着順）小学生以上対象

間嶋宏美 版画展『とんとんと』

無料※カフェのためワンオーダーお願いします

10:00〜18:00 (最終日16:30まで)

011-251-5777

札幌市民ギャラリー1F 第3展示室内

6月22日(水)〜6月27日(月) 定休日：毎週火曜日

【水・木・金曜日】10:00〜22:00 【土・日・月曜日】10:00〜19:00 最終日は17:00まで

6月28日(火)〜7月22日(金) 休館日:毎週土曜・日曜・祝日

中央区南1条西2丁目4第5藤井ビル1F

011-861-0253

〜own style art〜

北海道銀行札幌駅前支店 道銀ギャラリー

北海道の福祉とアートVol. 8 〜未来への灯を道南から〜

カフェクロワッサン札幌南1条店

<参加者募集>夏のワークショップ「陶芸体験教室」

矢元政行 小品展 〜眠らない世界〜

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

おかわり日和 彼方アツコ個展

nachikosan25@gmail.com

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。

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 ※障がい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。

100の素描 令和4年度第2期所蔵品展

011-642-5709

011-251-0731

予約

申込

無料・定員30名 【9:30】研修室に集合 資料館の前庭・裏庭で写真会【11:30】バルーンアートイベント【12:00】解散 ※絵が未完成の場合は後日ご提出。

札幌市民ギャラリー1F 第1展示室
中央区南2条東6丁目
0155-23-9838

三浦恵美子 油彩画展 〜シキサイソウシツ、
セカイカライロガウシナワレタラ 〜
6月29日(水)〜7月4日(月) 定休日:毎週火曜日

カフェ北都館ギャラリー

無料※カフェのためワンオーダーお願いします

011-643-5051

【水・木・金曜日】10:00〜22:00 【土・日・月曜日】10:00〜19:00 最終日は17:00まで

西区琴似1条3丁目1-14

北都館 絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」☆函館ゆかりの画家たち☆
7月1日(金)〜7月11日(月) 定休日:毎週火曜日

カフェ北都館ギャラリー

無料※カフェのためワンオーダーお願いします

011-643-5051

【水・木・金曜日】10:00〜22:00 【土・日・月曜日】10:00〜19:00 最終日は17:00まで

西区琴似1条3丁目1-14

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。
＜作品募集＞羽ばたけ！北海道イラスト大賞

【募集期間】7月1日(金)〜8月20日(土)必着

011-557-2875

その他応募要項・方法等詳しくはHPをご確認ください。https://hic-alpha.com/habatake

「その日、
カレーライスができるまで」上映会
7月2日(土)

6月30日(木)

【応募先住所】中央区円山西町4丁目4-24

応募料3000円（1人2点まで）

プログラムA 開演13:00 開場12:30

渡辺淳一文学館ドラマティックライヴ 杉田知子・矢崎有佳 デュオコンサート「START」〜大切な場所へ進む一歩に〜

【応募先】北海道イラストレーターズクラブアルファ事務局

①開演14:00 開場13:30 ②開演19:00 開場18:30
3000円

070-8360-5973

HOKKAIDO ×Station01（中央区北5条西5丁目JRGOGOビル6F）

7月1日(金)

大人1000円 子供(小学生以下)300円 ※焼き菓子付き お早目にお申し込み下さい。

info@hic-alpha.com

中央区北3条西4丁目

開演15:00 開場14:15
全席指定 一般2000円

開演13:45 開場13:15

011-708-0606

無料

今井喬裕 洋画展

全席自由 2000円 ☆感染拡大防止の為、55席限定

BUNYA TRIO Concert Vol.9

三越ギャラリー（Aギャラリー）

7月5日(火)〜7月11日(月)

10：00〜19：00 (最終日は16:00まで）

無料 作家来場予定：7月9日(土)・7月10日(日)

7月6日(水)

中央区南1条西3丁目8 三越本館9F

開演19:00 開場18:30

011-271-3311

自由席 一般3000円 学生1500円

第50回公募展 北海道陶芸展・第40回公募展 北海道シニア陶芸展

愛するウクライナの音楽、愛するロシアの音楽

音

札幌市民ギャラリー1F 第1〜3展示室

7月6日(水)〜7月10日(日)

中央区南2条東6丁目

10:00〜18:00（最終日は16:00まで）

011-611-1805

無料

7月6日(水)〜7月11日(月) 定休日:毎週火曜日

カフェ北都館ギャラリー

無料※カフェのためワンオーダーお願いします

011-643-5051

【水・木・金曜日】10:00〜22:00 【土・日・月曜日】10:00〜19:00 最終日は17:00まで

江別市民美術展 (第31回〜第35回) 受賞作品展
7月6日(水)〜7月18日(月・祝) 休館日:7月11日(月)
9:30〜17:00 (最終日は16:00まで)

光の子どもーー言葉で描く。詩で綴る。

7月7日(木)〜7月18日(月・祝) 休廊：毎週火曜・水曜日
11:00〜18:00

全席自由 2000円 ※小学生から入場できます
7月9日(土)

江別市西野幌114-5

開演18:00 開場17:15

全席自由 大学生以上 3000円 高校生以下 2000円

info@withart-mh.com

7月9日(土)

開演15:00 開場14:30

中央区南2条東6丁目

アリア・フリーゼン 渡航記念演奏会

第4〜5展示室

7月9日
（土）

開演18:00 開場17:30

090-7652-0373

無料

脳が喜ぶ！心が笑う！体のリフレッシュ！
7月9日(土)13:30〜15:00

無料

Carin HOME GROUND LIVE

札幌市民交流プラザ2F ミーティングルーム１

申し込み締切 7月5日 プログラム
「のばして混ぜる色遊び」 中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内
090-7653-1161

無料 定員14名

予約

7月10日(日)

申込

開演17:30 開場16:30

全席自由 5000円 ※チケット１枚につき中学生以下のお子様２名様まで入場無料

生誕100年 藤川叢三展 教え子と館長によるギャラリートーク

アンダンテ・ウインドアンサンブル 不定期演奏会

14:00〜14:40

開演14:00 開場13:15

本郷新記念札幌彫刻美術館 本館ロビー集合

7月9日
（土）

要観覧料（予約不要）鈴木吾郎（彫刻家）+館長が展示室を一緒にめぐりながら、作家や作品について解説

7月10日(日)

中央区宮の森4条12丁目
011-642-5709

ライデン国立古代博物館所蔵 【特別展】
『古代エジプト展』

7月10日（日）〜8月21日（日） 休館日:祝日を除く月曜日（7/18（月・祝）は開館し、7/19（火）は休館） 北海道立近代美術館 展示室B

無料

011-210-5731

011-665-0675

時計台ホール

予約

中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

申込

011-211-0471

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
011-781-7462

きたこぶしホール

中央区北4条西6丁目3-3六花亭札幌本店10F
011-200-9003

ル・ケレス南円山ミュージアムホール

090-6215-0685

中央区南7条西22丁目1-22

豊平館2F 大広間

中央区中島公園1-20
011-892-2493

共済ホール

中央区北4条西1丁目共済ビル6F
011-799-4460

札幌市北区民センター3F 区民ホール
北区北25条西6丁目1-1
011-200-9003

第27期特別記念展 女性の書画展〜江戸から昭和まで
4月7日(木)〜7月31日(日) 休館日:毎週月曜日
10:00〜17:00

9:30〜17:00 (最終入場は16:30まで)※金曜日（7/1,7/8を除く）は19:30まで開館（最終入場は19:00まで） 中央区北1条西17丁目

300円（大学生以下無料）

一般1800(1600)円 高大生1000(800) 円 中学生700(500)円 ※( )内は前売と10名以上の団体料金、リピーター割引料金 ※小学生以下（要保護者同伴）など無料

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
011-552-2100

011-511-7655

ライデン国立古代博物館所蔵 【特別展】
『古代エジプト展』 オープン記念講演会 「モエレ沼とライデン：ピラミッドから探る古代エジプト文明の美の世界」

特別展「地図と文学の素敵な関係」

11:00〜12:30（開場10:30）

9:30〜17:00（最終入場は16:30まで） 関連イベント5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） 北海道立文学館 特別展示室（中央区中島公園1-4）

北海道立近代美術館 講堂（中央区北1条西17丁目）

7月10日
（日） 定員100人

011-210-5731

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

無料 講師：中野智章氏（本展監修者・中部大学教授）※整理券配布時（展示室付近10：00〜）に観覧券（半券可）のご提示をお願いします。

【近美コレクション 】時間をめぐって

7月10日（日）〜8月21日（日） 休館日:祝日を除く月曜日（7/18（月・祝）は開館し、7/19（火）は休館） 北海道立近代美術館 展示室A

011-644-6881

【募集期間】4月6日(水)〜7月23日(土)

札幌市資料館2F 研修室
中央区大通西13丁目

【開催日】7月24日(日) 13:30〜16:30

011-313-3178

＜参加者募集＞第2回 さっぽろweb声楽コンクール

予約

申込

090-8705-3319

【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

【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

真

音

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

TAKETSU MEMORIAL SALON 第33回「札響くらぶサロン」

【募集期間】5月27日(金)〜7月17日(日)

楽

【開催日】7月24日
（日）開演18:00 開場17:30
1500円 (今回は交流パーティーは中止)

定員80名

豊平館 広間

中央区中島公園1-20
090-3018-1812

＜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
予選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

予約

申込

011-799-4460

予約

申込

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

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/）

日本歌曲伴奏法公開レッスン 平井康三郎の歌曲
6月29日(水)

開演18:00 開場17:30
一般1000円

渡辺淳一文学館 ホール

中央区南12条西6丁目414
011-640-6673

学 ・ 写

一般2000円 学生1500円

7月1日(金)〜7月6日(水)【自由写真部門・ネイチャーフォト部門】

道 ・ 文

一般 510(420)円 高大生 250(170)円 ※( )内は、10名以上の団体料金、
リピーター割引料金 ※中学生以下など無料

コダーイ・メソッド体験セミナーVol.13

第60回 富士フイルムフォトコンテスト 入賞作品発表展

書

9:30〜17:00 (最終入場は16:30まで)※金曜日（7/1,7/8を除く）は19:30まで開館（最終入場は19:00まで） 中央区北1条西17丁目

２

中央区大通西6丁目3-1

全席自由【前売】一般2500円 大学生以下1500円 【当日】一般3000円 大学生以下2000円

第10回 日本盆栽協会北海道支部連合会展示会 創立50周年 日本盆栽協会札幌支部展示会
10:00〜17:00 (最終日は15:00まで)

予約

申込

ザ・ルーテルホール

青葉マンドリン室内楽団コンサート2022〈三人のマンドリ二スト〉

中央区旭ケ丘2丁目3-38

札幌市民ギャラリー2F

090-9520-1103

菅野力 フルートリサイタルツアー 2022 札幌公演 −EINEIN GLÜCKLICHES KONZERT ー

江別市セラミックアートセンター2F 企画展示室

ギャラリー門馬

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

札幌第二友の会サマーコンサート 〜VIOLIN PIANO DUO CONCERT〜
開演13:30 開場13:00

無料 【関連イベント】
アーティストトーク＋詩の朗読会 7月9日
（土）14：00〜15：30 定員20名（メールにて要予約）
7月8日(金)〜7月10日(日)

開演19:00 開場18:30

7月9日(土)

西区琴似1条3丁目1-14

011-381-1060

無料

7月7日(木)

全席自由 2500円 未就学児入場不可

楽

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

輪島進一 展 〜視覚のモノローグ〜

中央区中島公園1-15

高校生以下(5歳以上) 500円 ペア3500円【Kitara Club会員特別料金】一般 1000円

7月3日(日)

北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条1F

10:00〜18:00 (最終日17:00まで)

011-520-2000

Flute Duo Piacere Concert vol.2〜名曲の花束〜

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

7月5日(火)〜7月10日(日)

011-640-3330

札幌コンサートホールKitara 大ホール

7月2日(土)

【ぬり絵のワークショップ】2日（土）3日（日）10:00〜18:00最終受付1740参加費無料 【イメージイラスト屋】2日（土）3日（日）13:00〜18:00最終受付17:30ハガキサイズ1000円

2022ぐる〜ぷ・ルヴァン展

予約

申込

西区八軒6条西2丁目1-11

＜札幌コンサートホール開館25周年＞Kitaraのバースデイ

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ） ６番出入口近く
（憩いの空間）

無料

011-551-1282

八軒中央会館

開演10:30 開場10:00

一般30名 2800円 ソファ席2名(1組) 3500円（B売切） パスマーケットよりプログラム確認の上ご購入ください。https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01w4x3hv8ic21.html
7月2日(土)〜7月3日(日) 10:00〜18:00

予約

申込

中央区南12条西6丁目414

きのとやサロンコンサートvol.72〜親子で楽しむクラシック〜

カレー提供14:10 プログラムB 開演16:00 開場15:30 カレー提供17:10

イラストレーターズマーケット＆ワークショップvol.3

※予約販売のみ

渡辺淳一文学館

富士フイルムフォトサロン札幌

7月8日
（金）〜7月13日
（水）
【組写真部門・アンダー39部門】 中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1F
10:00〜18:00 無料

還〜今が過去 過去が未来〜

7月4日(月)〜7月30日(土) 定休日:日曜・祝日
11:00〜20:00
無料

第71回全日本写真連盟札幌支部展
7月5日(火)〜7月10日(日)

9:00〜19:00 (最終日は16:00まで）
無料

＜作文募集＞第50回中学生作文コンクール

7月1日(金)〜9月22日(木)
無料

011-241-7170

ギャラリー土土&土土カフェ

中央区南15条西15丁目2-10
011-563-0212

札幌市資料館2F ミニギャラリー１
中央区大通西13丁目
011-231-5023

011-232-5852

【応募先】北海道放送 中学生作文コンクール事務局
【応募先住所】中央区北1条西5丁目

“テーマは”新しい北海道”400字詰め原稿用紙1000字以内。※詳細については北海道放送 中学生作文コンクール事務局まで

岡本和行 写真展 Powder

7月9日(土)〜7月24日(日) 休廊日：毎週火曜日
11:00〜18:00（最終日は17:00まで)
無料

GALLERY創

中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ
011-562-7762

＜作品募集＞第17回北海道小・中・高生短歌コンテスト

【募集期間】
7月1日(金)〜9月11日(日)必着

011-511-7655

【応募先】北海道立文学館 第17回 北海道 小・中・高生 短歌コンテスト係

【応募先住所】中央区中島公園1-4

無料 応募資格・要項等詳しくはHPをご確認ください。http://www.h-bungaku.or.jp/event/tanka.html

※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22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。
【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
無料 オンライン開催

【募集期間】5月1日(日)〜7月25日(月)

【後編】https://youtu.be/rdD3NBW96BY
011-271-5822

受講料2800円（全3講） 定員20名
5月1日(日)〜8月31日(水)

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

社交ダンス無料体験講座「2022 レッツ・トライ・ダンシング」

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。 中央区北2条東6丁目2

＜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

予約

申込

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
011-376-1009

＜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
【開催日時】8月27日(土) 10月10日(月・祝) 12月3日(土)

応募要項・申請方法等詳しくはHPをご確認ください。
http://normalize.or.jp/activities/welfare/

011-272-0501

かでる2・7（中央区北2条西7丁目）

各回13:30〜15:00 定員各回20名（先着順）

伝統文化親子風呂敷教室

予約

5月8日(日)〜11月13日(日) 日曜開催（月1回）

申込

10:00〜11:00 親子（幼稚園から中学生）10組限定

振付・演出家が明かす 知ったらスゴイ舞台の裏側（高橋竜太ダンスワークショップDAYs in Sapporo）

全国こども風呂敷学校

第５回10月28日(金)〜11月3日(木祝) 第６回11月25日(金)〜12月1日(木) 第７回12月23日(金)〜29日(木)

13:00〜14:30 20名限定、幼稚園から中学生対象

第１回6月24日(金)〜30日(木) 第２回7月22日(金)〜28日(木) 第３回8月26日(金)〜9月1日(木) 第４回9月23日(金祝)〜29日(木)
情報・申込先https://www.kyobun.org/event̲detail.php?id=10464

吟ムツの会「マグノリアの花たち」
6月27日(月) 開演19:00 開場18:30

6月28日(火) 開演14:00 開場13:30
一般3000円 学生1500円

朗読会 はまなす Vol.9
6月27日(月)

開演13:00 開場12:30

1000円 要予約(定員50人) ※「アメブロ朗読はまなす」を検索してコメント欄から予約ができます。

5月8日(日)〜11月13日(日) 日曜開催（月1回）

開演18:40 開場18:15

全席自由 前売2000円 当日2500円

西区八軒1条西1丁目2-10ザ・タワープレイス1F

開演13:30 開場13:15

090-1165-4511

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
011-582-4134

予約

申込

無料（参加費：カンパ制）

舞

開演14:00 開場13:30

【一般公開日】7月8日
（金）〜7月9日(土) 10:00〜16:00
無料 要事前申込

共済ホール

6月1日(水)〜10月23日(日)

中央区北4条西1丁目共済ビル6F

19:00〜21:00（9・10月は18:00〜）

080-7000-6403

無料（入場対象：宿泊者限定）

第2回伝統文化 子供日本舞踊教室

7月2日(土) 7月3日(日) 8月7日(日) 9月4日(日) 9月11日(日) 10月1日(土) 発表会 10月2日(日)

芸

※コース毎にご案内します。

予約

中央区南12条西6丁目414

申込

090-7645-9647

札幌市中央区民センター2F 和室（中央区南2条西11丁目）

予約

申込

MON基地ベース（中央区南6条西11丁目1284-4高砂電機ビルB1F ）

無料 定員先着30名 幼児・小学生・中学生・高校生コースあり。持参品：浴衣・足袋・帯（お持ちでない方には貸出致します。）

術

第11回朗読会「午後のポエジア」
開演13:30 開場13:00
無料

札幌エルプラザ4F 中研修室
080-4071-0956

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〜
7月6日（水） 7月20日（水） リハーサル 8月3日（水） 発表会 8月17日（水） 渡辺淳一文学館
14:00〜16:00

予約

申込

北区北8条西3丁目

011-551-1282

予約

申込

中央区南12条西6丁目414

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)

坂東玉三郎 お話と素踊り
7月6日(水)

開演19:00 開場18:00

全席指定 S席7000円 A席6000円 ※未就学児入場不可

10:30〜12:30

15000円(全10回)クレジットカード可(教材コピー代別途) 3クラス定員各12名

音夢の会 朗読会
7月7日(木)

開演14:00 開場13:30

1,200円（予約制）障害者手帳等をお持ちの方は受付でお申出により半額

クラアク・ラボ『ハムレット、
その視点』

7月9日(土) 開演 15:00 開場14:30／開演19:00 開場18:30
7月10日(日) 開演13:00 開場12:30／開演17:00 開場18:30

予約

申込

050-5242-9188

011-723-5911

予約

【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)

申込

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

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

※締切はなく随時受付

＜2022年度 受講生募集＞人形浄瑠璃講習会

011-723-5911

【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)
ユースクラス：17:00〜18:30/一般講習会：19:00〜21:00

予約

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

申込

《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)

サッポロ・シティ・ジャズ ボランティアスタッフ募集

そ の 他

【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(金)

市内各会場

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。https://scj-savers-member.jp/

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
【応募締切】7月7日(木)※ご搭乗後の応募となります。

予約

申込

【問合先】富山-札幌便スペシャル搭乗キャンペーン事務局
050-1752-5800

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

予約

申込

中央区南2条西10丁目

whats.everything@gmail.com

国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所

予約

申込

豊平区平岸1条3丁目1-34
011-590-4046

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
011-613-7551

北海道立道民活動センター
中央区北2条西7丁目

予約

かでる2･7 1050会議室

申込

011-271-4220

【受付期間】6月10日(金) 〜7月9(土) 17:00
【開催日】7月10日
（日）14:00〜15：30
無料 定員45名

紀伊國屋書店札幌本店 インナーガーデン
中央区北5条西5丁目7sapporo55
koyanagi-a@hgu.jp

＜参加者募集＞〜企業も地域も大注目
！？〜話題の
e スポーツの可能性を探る
【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)〜7月1日(金)
【募集期間】
6月13日
（月）〜6月24日
（金）
【開催日】
7月2日
（土）
13:00〜16:00
【開催日】
7月5日
（火）
18:30〜20:00

3000円
定員12名
500円※講座当日に受付にて徴収いたします。
定員20名

札幌市生涯学習センター2F
大研修室
北海道情報大学
札幌サテライ
ト教室

予約

申込

予約

申込

西区宮の沢1条1丁目1-10
中央区北3条西7丁目緑苑ビル4F
㈱SCC北海道支店内
011-671-2311
011-385-4427

011-801-1520

南一条通
北海道立道民活動センター かでる2･7 4F 大会議室

予約

申込

中央区南1条西2丁目、
中央区北2条西7丁目 3丁目

円山展示室
南一条通

中央区南1条西2丁目、
中央区南1条西22丁目1-18Build裏参道1F
3丁目

050-5360-8363
無料
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/

一般2000円 学生1000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。※学生料金のお客様は身分証等の提示をお願いする場合があります。

19:00〜20:30

札幌市中央区民センター

第28回 人文学の挑戦「いろは」の19世紀ー文字と教育の文化史

11:00〜18:00
11:00〜20:00（最終日は15：00まで）

北区北10条西2丁目18-1

※締切はなく随時受付

3000円 定員20名 ※最終日に終了記念として特製ポストカードを進呈

6月15日
6月17日
（水）
（金）
〜7月17日
〜6月30日
（日）
（木） 定休日:毎週月曜・火曜日

011-551-1282

＜2022年度 受講生募集＞義太夫講習会

【実施日】7月13日
（水）
・20日
（水）
・27日
（水）19:00〜20:30

さっぽろわざわざわス
Sweet
トリート

中央区南12条西6丁目414

カタリナスタジオ

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

011-252-3411
無料
無料 「いつものまちに、
定員100名
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/

渡辺淳一文学館

011-685-1362

【申込受付】6月3日(金)〜7月12日(火)まで

【開催日】
11:00〜20:00
7月16日
（土）開演13:00 開場12:30

011-272-8659

中央区南12条西6丁目414

080-6078-2266

札幌市民交流プラザ SCARTS ミーティングルーム

＜参加者募集＞令和4年度 文化財入門講座 歴文ナイト・ストリーム

【募集期間】
6月17日
（金）
6月13日(月)〜7月16日(土)
〜6月30日
（木）

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

渡辺淳一文学館

http://normalize.or.jp/activities/contest/contest-requirements/

「中国
さっぽろわざわざわス
・樺太帰国者を知る集い」
トリート

札幌文化芸術劇場 hitaru

渡辺淳一文学館主催 朗読スクール 第3期 名作を朗読しましょう
7月6日(水)〜11月30日(水) （クラスによって日程が異なります）

無料 応募資格・規格・方法等はHPをご確認ください。

他

7月3日(日)

【募集期間】6月1日(水)〜10月31日(月)必着

の

13:00〜15:00

渡辺淳一文学館

011-551-1282

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

＜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

そ

台

2500円 要予約 80名限定

080-6078-2266

札幌市民交流プラザ SCARTS ミーティングルーム

＜参加者募集＞令和4年度 寒地土木研究所 一般公開「さあ出発だ！技術の未来へ」

【募集期間】5月30日
（月）〜7月9日(土)

JOZANKEI NATURE LUMINARIE

木村功プロデュース 渡辺淳一文学館ドラマティックライブ Dance Act 語り動く響き2022 荒地に
7月2日(土)

011-613-7551

スマナサーラ長老札幌講話会「こころのしくみ」を考える②「現代に活かす仏陀の智慧 ー苦しみの本当の原因は何ですか？

【募集期間】5月12日(木)9:00〜7月1日(金)23:00【開催日】7月2日(土)

さっぽろ市民寄席 平成開進亭「喬太郎・枝光二人会」
6月27日(月)

【応募先住所】中央区大通西16丁目2-3ルーブル16 9F

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 札幌市教育文化会館小ホール)

011-271-5822

生活支援型文化施設 コンカリーニョ

札幌市民交流プラザ1F

【応募先】公益財団法人 ノ一マライゼーション住宅財団

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 札幌市教育文化会館小ホール)

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

1000円 ※ストリーミングでの配信

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

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。

札幌市内（中央区、東区など）のダンススクールなど

無料

予約

申込

011-232-0450

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

札幌市教育文化会館 大ホール（中央区北１条西13丁目）

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。
5月〜6月

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

0570-008-110

＜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)

011-671-2311

【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!

【前編】https://youtu.be/I9SLsrKxJBw

さっぽろわざわざわストリート
6月17日(金)〜6月30日(木)
6月17日
（金）〜6月30日
（木）
11:00〜20:00
11:00〜20:00

南一条通

011-801-1520
011-801-1520

中央区南1条西2丁目、3丁目

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

【公開講座】夏休み自由研究教室〜こどもビデオ編集体験講座〜
【募集期間】6月24日(金)〜7月8日(金)

【開催日】7月23日(土)・24日(日) 9：30〜16：30 全2回講座
無料 ※対象小学3〜6年生

予約

北海道情報大学 松尾記念館2階 画像メディア実習室

申込

江別市西野幌59-2
011-385-4427

花フェスタ Flower Festa Sapporo 2022 〜花あふれる暮らしから、夢あふれる街へ〜
6月25日（土）〜7月3日（日） ※西8丁目会場は7月1日（金）〜7月3日（日） 大通公園西4丁目〜西8丁目
10:00〜18:00（最終日は17:00まで）
無料

011-241-2314

道総研ランチタイムセミナー おひるの科学「野菜を新鮮なまま運ぶには？〜MAフィルム包装でフレッシュ輸送」
6月29日(水)

12:05〜12:55
無料

真夏のビアガーデン

7月1日(金)〜8月28日(日)

雨天決行・予約制・全席禁煙

北海道庁1F 交流広場
中央区北3条西6丁目
011-747-2804

中央区南7条西3丁目

時間・料金等詳しくはHPをご確認ください。https://www.jasmacplaza.jp/recommend/beer2022/

老いと向き合う part 7 第3回 介護保険ってどうやったら使えるの？
7月1日(金)

14:00〜16:00

通し2500円（単発600円/回）

011-551-3333

ジャスマックプラザホテル1F セントラルコートオープンエリア

予約

申込

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

※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22日時点の情報を元に作成しております。

予約

申込

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。
＜参加チーム募集＞北ガスグループ6時間リレーマラソン in 札幌ドーム 2022

【募集期間】7月1日(金)〜7月31日(日)

種目・部門・参加料等詳しくはHPをご確認ください。

予約

7月2日(土)

7月2日(土)

11:00〜16:00

予約

申込

中央区北3条西4丁目

大人450円 小人(15才未満)無料 シルバー(65才以上)210円

風呂敷講座
7月6日(水)

13:30〜15:00

1000円（講座資料代）展示見学は無料

国営滝野すずらん丘陵公園 滝野の森ゾーン(東エリア)
南区滝野247

011-592-3333

札幌市民交流プラザ2F SCARTSスタジオ2

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内
080-6078-2266

開場17：00 打上19：50〜20：50（予定）

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ） 出入口7と9の間（憩いの空間）
中央区北1条西3丁目
011-232-3661

真駒内セキスイハイムスタジアム
南区真駒内公園3-1

TRAIL TUNE「プロトレイルランナー反中祐介とマルヤマトレイルを走ろう!」
7月9日
（土）
無料

第38回北海道開拓の村児童写生会
7月9日(土)〜7月10日(日)

9:00〜17:00 (最終入場は16:30まで）

SAPPORO EXPERIENCE BASE
中央区宮の森2条16丁目12-1
090-6128-0909

北海道開拓の村 村全域

011-898-2692

厚別区厚別町小野幌50-1

無料 保育園・幼稚園の園児、小学校の児童対象。絵を描くのに必要な道具は各自持参。
（応募作品用の画用紙は当日配布）

一緒にやってみよう！令和4年 前期 シニアライフのレクリエーション
7月10日(日)

13:30〜15:30

300円 20名 実施日の4日前まで募集

札幌市社会福祉総合センター3F 第3会議室
中央区大通西19丁目1-1
090-1385-3385

※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22日時点の情報を元に作成しております。

４

011-841-8166

チケットはHPをご確認ください。https://www.makomanai-hanabi.com/ticket/ 小学生以上有料。未就学児は、一人に付き膝上1名まで無料。但し、お席が必要な場合は有料。

15:00〜16:00 (受付時間14:30〜15:00)

他

他

たきの森フェス〜2022Summer〜「タキナッツと森のパトロール隊2」
10:00〜16:00 ※受付用紙の配布は15:00まで ※最終受付は１５：３０まで

7月9日(土) ※荒天時は翌日10日(日)に順延

011-209-4510

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ） 北3条交差点広場(西)

無料・来場予約不要・私服OK ※オンライン参加要予約 https://www.jobcafeh.com/#entry
7月3日
（日）

TxT GARAGE 第10回 真駒内花火大会

の

の

「はたらく」
を体感するイベント JOB CAFE VILLAGE 札幌

無料 ※日によって出店者が異なります。

075-231-4922

西区宮の沢1条1丁目1-10

無料【要予約】※詳しくはHPをご覧ください。https://www.ikenobo.jp/event/31205/

10:30〜18:30

そ

そ

①13:00〜 ②15:00〜 計2回 定員各回15名

札幌市生涯学習センター2F 中研修室2

7月6日(水)〜7月12日(火)

申込

011-204-8400

お申込はインターネットのみとなります。https://sdome-event.jp/marathon2022/

池坊いけばな体験フェスティバル2022

kuraché（クラシェ）2022.07「夏びらき。」

【お問い合わせ先】北ガスグループ6時間リレーマラソン実行委員会

予約

申込

