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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。

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

搬入受付／8月7日(日)11:00～16:00（運送会社を利用する方は午前着指定）

＜作品募集＞第46回北海道平和美術展
【募集期間】6月1日(水)～8月7日(日) 【問合先】北海道平和美術展事務局

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)

※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）
一般500円　大学生350円　高校生300円　中学生・小学生100円

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

生誕100年　藤川叢三展　

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） 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

011-771-0629

【問合先住所】北区北8条西3丁目札幌エルプラザ2F札幌市市民活動サポートセンター内レターケース No.171
※種目／絵画、彫刻、書、写真、工芸、生活美術、その他。※出品料／3点まで5000円（学生3000円、高校生以下1500円）

シンクスクールジュニア
4月6日（水）～2023年3月31日(金) 予約

申込

【上映日】8月20日(土)①13：00～②16：00～③19：00～

映画『杜人～環境再生医 矢野智徳の挑戦』
【募集期間】6月26日(日)～8月20日(土)

前売1500円 当日2000円　各回定員20名 fuku1yama2@gmail.com

コミュニティスタジオPono
中央区南1条西24丁目1-11LEADビル3F

北海道の福祉とアートVol. 8　～未来への灯を道南から～　

10:00～18:00 (最終日16:30まで)
6月28日(火)～7月22日(金)　休館日：毎週土曜・日曜・祝日

無料 011-261-6511

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

北都館　絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」 ☆函館ゆかりの画家たち☆　

【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
7月1日(金)～7月11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 011-643-5051

カフェ北都館ギャラリー
西区琴似1条3丁目1-14

＜作品募集＞羽ばたけ！北海道イラスト大賞 011-557-2875

応募料3000円（1人2点まで）
【募集期間】7月1日(金)～8月20日(土)必着

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

【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
【応募先住所】中央区円山西町4丁目4-24

第12回 札幌ドーム「こども絵画展」 011-850-1000 
【募集期間】7月1日（金）～9月19日(月・祝)必着

無料　応募要項・方法等詳しくはHPをご確認ください。https://www.sapporo-dome.co.jp/kaiga2022/

【応募先】株式会社札幌ドーム「こども絵画展」係
【応募先住所】豊平区羊ケ丘1番地

【月～金】10:00～15:00　16:00～22:00【土曜日】17:00～6:00

朧夜千洋 個展　天陽
7月1日(金)～7月30日(土)　定休日：日曜日

無料 090-3897-2443

珍問屋
中央区南6条西3丁目6-11第一すすきのビル4F

20:00～25:00　23日(土)29日(金)は20:00からパフォーマンス （投げ銭制）

朧夜千洋 個展　冥月
7月1日(金)～7月30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

今井喬裕　洋画展

10：00～19：00 (最終日は16:00まで）
7月5日(火)～7月11日(月)

無料　 011-271-3311 

三越ギャラリー（Aギャラリー）
中央区南1条西3丁目8　三越本館9F

<参加者募集>夏のワークショップ「七宝体験教室」

　（）
【開催日】8月6日（土）①10:30～12:30 ②13:30～15:30
【募集開始】7月6日（水）9:00～

1000円（材料費込み、当日現金支払い）　　定員 各回10名（小中学生対象） 011-271-5471

札幌市民ギャラリー 2F 予備展示室
中央区南2条東6丁目

予約
申込

予約
申込

011-211-4366

9:30～17:00 (最終日は16:00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)

無料 011-381-1060

江別市セラミックアートセンター2F　企画展示室
江別市西野幌114-5

輪島進一　展　～視覚のモノローグ～

【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
7月6日(水)～7月11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 011-643-5051

カフェ北都館ギャラリー
西区琴似1条3丁目1-14

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)］ 

3/Forest-Ⅲ〈岩瀬貴憲・岡島章子・志摩利希〉版画展
7月7日(木)～8月2日(火)　定休日:水曜日 ※7月24(日)は臨時休業

無料※カフェのためワンオーダーお願いします。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人までと制限させて頂いております。

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）

松竹ブロードウェイシネマ『ザ・ウィローズ』
7月8日(金)～7月14日(木)　1週間限定上映

3000円 011-241-6051

札幌シネマフロンティア
中央区北5条西2丁目5番地JRタワー・ステラプレイス7F

9：30～17：00（最終入場は30分前まで）※金曜日は19：30まで開館、カルチャーナイト７月22日（金）は21：00まで開館

アートギャラリー北海道 没後100年 中原悌二郎展
7月10日(日)～8月21日(日)　休館日：月曜日（7/18（月・祝）は開館し、7/19（火）は休館）

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　※7/17（道みんの日）と7/21（開館記念日）はすべての方無料

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）

9：30～17：00（最終入場は30分前まで）※金曜日は19：30まで開館、カルチャーナイト７月22日（金）は21：00まで開館

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：月曜日（7/18（月・祝）は開館し、7/19（火）は休館）

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

011-210-5731
北海道立近代美術館　展示室B（中央区北1条西17丁目）

開演15:00　開場14:30

ライデン国立古代博物館所蔵　【特別展】古代エジプト展　関連イベント　展覧会みどころガイド 
7月17日(日)

無料　講師：学芸員　定員：100人（先着順） 011-644-6881

北海道立近代美術館　講堂
中央区北1条西17丁目

光の子どもーー言葉で描く。詩で綴る。

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

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）

ギャラリー門馬
中央区旭ケ丘2丁目3-38

info@withart-mh.com

【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：月曜日（7/18（月・祝）は開館し、7/19(火)は休館）

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　※7/17（道みんの日）と7/21（開館記念日）はすべての方無料

011-644-6881
北海道立近代美術館　展示室A （中央区北1条西17丁目）

9：30～17：00（最終入場は30分前まで）※金曜日は19：30まで開館、カルチャーナイト７月22日（金）は21：00まで開館

7月15日(金)～7月17日(日) 〈シルバークレイ部門〉日本貴金属粘土協会 北海道支部展10:00～18:00  (最終日は17:00まで)

北海道ハマナス会&日本貴金属粘土協会 北海道支部 作品展 “彩”
7月12日(火)～7月14日(木)　 〈手織部門〉ハマナス会 講師作品展10:00～18:00 (最終日は17:00まで)

無料

011-769-0506

ギャラリー大通美術館　E室（中央区大通西5丁目11大五ビル1F）

【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

人気作家の絵を身近に！おたのしみ色紙展
7月13日(水)～7月18日(月・祝)　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 011-643-5051

カフェ北都館ギャラリー
西区琴似1条3丁目1-14

11:00～18:00 (初日12:00から　最終日は17:00まで）

永野 曜一・佐々木 茄鈴・嶋﨑由真 油彩3人展
7月13日(水)～7月18日(月・祝)　

無料 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

9:00～17:00

小島加奈子絵画展「とーぼくばあさん ーしこつ湖の森の絵物語ー」
7月6日(水)～7月31日(日)　休館日：7月18日(月)

無料　【関連イベント7月17日（日）要予約】子ども向け お話をつくろう 10:30～11:30 小学生20名程度 300円 中島児童会館体育室／親子向け お話会 13:30～15:00 定員45名 小学中学年以上500円 こぐま座

011-512-6886
札幌市こども人形劇場こぐま座　資料室MA・SO・BO～657美術館
中央区中島公園1-1

13:00～19:00 (最終日は16：00まで)

花ごよみ展
7月12日(火)～7月17日(日)

無料 011-206-7338

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

011-642-5709

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

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

Sweet

11:00～18:00 （最終日は15：00まで）
6月15日(水)～7月17日(日)　定休日：毎週月曜・火曜日

無料　浅間あす未の刺繍アート作品の展示など 050-5360-8363
中央区南1条西22丁目1-18Build裏参道1F
円山展示室

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）
16:30～18:00 月3回水曜日 入学金：5500円、 月謝（教室）：6600円、月謝（オンライン）：2200円 ※一部入学金免除あり　
【要予約】対象：小学2年生～ ※16:00～19:00まで会場をお子様向けに開放／お迎えは19:00まで
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※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7月6日時点の情報を元に作成しております。

10:00～20:00

CRAFT kikuno の銀細工「水辺にて」
7月13日(水)～7月19日(火)　

無料 090-5222-0504

大丸百貨店札幌店7F
中央区北5条西4丁目7

【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

北都館　絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」 ☆色紙いろいろ☆
7月13日(水)～7月31日(日)　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 011-643-5051

カフェ北都館ギャラリー
西区琴似1条3丁目1-14

開演19：45　開場18:45

タワービュートップシネマ2022
7月23日(土)24日(日) 『デッド・ドント・ダイ』　　

2000円(1ソフトドリンク付、当日＋300円でアルコールに変更可)　定員：50名　パスマーケット内「タワービュートップシネマ2022」をご確認ください。https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02r782zjgtb21.html

kinomado@gmail.com
ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園 屋上 キャンバスルーフトップ「Outdoor Living SAPPORO」
中央区大通西1-12

10:00～18:00 (最終日16:00まで)

ルナ・フローラ創立55周年記念展 2022ジュンコ人見のはなクラフト
7月19日(火)～7月24日(日)

無料 info@junco.jp

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

10:00～18:00 (最終日は17：00まで)

とんまま＆Potato Tongs
7月19日(火)～7月24日(日)

無料 011-206-7338

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

10:30-12:05東京自転節①　13:30-14:20ひいくんのあるく町①&二通諭氏トーク　15:30-17:05東京自転車節② 　18:30-19:20ひいくんのあるく町②

青柳拓　監督作品上映会
7月17日(日)

東京自転車節 前売1000円 当日1300円　 ひいくんのあるく町 前売500円 当日700円  ※映サ会員は両作品無料

011-764-3388
札幌市教育文化会館（中央区北1条西13丁目）

14:00～（約30分）

アートギャラリー北海道 没後100年 中原悌二郎展　関連事業　ミュージアムトーク
7月24日（日）・31日（日） 8月14日（日）・21日（日）

無料　講師：学芸員 　※【ギャラリー・ツアーも開催】会期中の火曜日～土曜日（祝日除く）11:30～、13:00～、14:00～（各回約30分）ボランティアが案内

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

10:00～18:00 （最終日は16:00まで）

夏・リポーゾ・着る
7月20日(水)～7月31日(日)　休廊：7月26日(火)

無料 info@izumi-goto.com

茶廊法邑ギャラリー
東区本町1条1丁目8-27

10:00～17:30 （最終日は16:30まで）

第66回 新道展
7月20日(水)～7月31日(日)　

一般600円　学生無料 011-855-5782

札幌市民ギャラリー　全館
中央区南2条東6丁目

詳しくはHPをご確認くださいhttps://culture-night.com/

カルチャーナイト 2022
7月22日(金)

無料　※一部の施設は、入館料やプログラムによってはワークショップの教材費が発生します。
011-261-8633（カルチャーナイト実行委員会）

札幌市内の施設とオンライン

コマゴデスロック
7月22日(金)13:00～18:00　7月23日(土)10:00～18:00　7月24日(日)10:00～16:30 

無料 ※ポップアップストアも開催！ daidai69@jcom.home.ne.jp

&vogue gallery
中央区南3条東2丁目6-2

13:30～16:00

映画『LOVE HEALS』上映会
7月23日(土)

2000円 　※定員があり先着順のため、お早めに申し込みください 090-1648-2732

札幌市民交流プラザ（控室402）

11:00～16:00

芸森アートマーケット2022
7月24日(日)

入場料無料 ※出店（要申込）料金・申込方法等は芸森アートマーケットHPをご確認ください。https://geimori-artma.com/

011-633-6388
札幌芸術の森美術館　工芸館前広場・美術館前広場 (屋外開催)
南区芸術の森2丁目75

10:00～18:00 （最終日は17:00まで)

2022さっぽろ 切り絵の会 作品展
7月20日(水)～7月24日(日)

無料 hakkakuya@infoseek.jp

札幌市資料館 ギャラリー1・2
中央区大通西13丁目

予約
申込中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

【開催日】11月13日(日)　開演 13:30(予定)

＜出演者募集＞令和4年度札幌市民芸術祭「邦楽演奏会」
【募集期間】6月18日(土)～7月12日(火)

応募料1人4000円（オーデイション当日に申し受けます。） 011-271-5822

札幌市教育文化会館　小ホール
中央区北1条西13丁目

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

予約
申込

＜参加者募集＞第2回 さっぽろweb声楽コンクール

【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
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 

【開催日】7月24日(日) 開演18:00　開場17:30

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)

1500円 (今回は交流パーティーは中止) 　定員80名 090-3018-1812

豊平館　広間
中央区中島公園1-20

予約
申込
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 

9:30～17:00(入館は16:30まで)

【特別展】1920's－1930's　三岸好太郎が生きた時代
7月16日(土)～9月25日(日)　休館日：月曜日 7/19(火)9/20(火) ※ただし7/18(月・祝)、9/19(月・祝)は開館

一般 610円（500円） 高大生 360円（250円） 小中生 250円（200円） ※( )内は前売および10名以上の団体料金。リピーター割引等あり

011-621-7000
ギャラリー（Aギャラリー）
北海道立三岸好太郎美術館

一般700円 （600円）高校・大学生450円 （350円）小・中学生250円（150円）　（ ）内は前売または20名以上の団体料金

銀の匙 Silver Spoon 展
7月16日(土)～9月11日(日) 9:45～17:30　※9月は17:00まで（最終入場は16：30まで）

※65歳以上の方600円(団体480円)　※小学生未満無料　 ※障がい者手帳をお持ちの方は提示いただ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）

10:00～18:00 （初日は13:00から、最終日は16:00まで）

第113回 北大美術部黒百合会展
7月15日(金)～7月18日(月・祝)　

無料 011-747-3136

札幌市民ギャラリー　第4展示室
中央区南2条東6丁目

【開催日】7月31日(日)10:00～11:30

<参加者募集>夏休み！おとあそびワークショップ
【募集期間】7月3日(日)～7月30日(土)　

参加費 500円　定員6名（小学年生～6年生） nijiiroharmony2021@gmail.com

ノースエイム　中会議室
北区北18条西5丁目2-12

予約
申込

【開催日】10月15日(土)　開演12:00

＜参加者募集＞【市民合唱祭】第２部 PTAなどのコーラスグループ
【募集期間】7月12日(火)～7月26日(火)　

1団体3000円銀行振込(現金持参不可)　募集要項など詳しくはHPをご確認ください。https://www.kyobun.org/upimg/e20220601102910.pdf

011-271-5822
札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

開演19:00　開場18:30　

ロメウス弦楽四重奏団演奏会
7月11日(月)

全自由席　一般 2000円　学生 1000円 ※未就学児の同伴はご遠慮ください 011-665-0675

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

【開催日】10月16日(日)　開演10:00

＜参加者募集＞【市民合唱祭】第1部　一般・職場・大学・高校のコーラスグループ
【募集期間】7月12日(火)～7月26日(火)　

1人300円(指揮者・伴奏者の参加料は不要) 銀行振込(現金持参不可)　募集要項など詳しくはHPをご確認ください。https://www.kyobun.org/upimg/e20220601102910.pdf

011-271-5822
札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

開演 18:30　開場 18:00

【PMF2022】最高峰の教授陣からのアドバイスは必聴！PMF2022 プレイベント　PMF公開マスタークラス I　～ヴァイオリン／クラリネット～
7月13日(水)

全席指定一般1000円　フレンズ割800円　U25 500円※1997年（平成９年）以降生まれの方が対象。※未就学児の入場はご遠慮ください。
011-242-2211

札幌コンサートホールKitara　小ホール（中央区中島公園1-15）

開演19:00　開場18:45

国境を越えて愛される音楽とともに
7月15日(金)

1000円　 090-6260-1080

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

開演14:00　開場13:30

一時間のクラシックVol.5　イノック・アーデン ～語り手とピアノのための
7月16日(土)

全席自由 3000円 (当日券の販売は未定) pianoplanning@gmail.com

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

開演18:00　開場17:00

札幌大谷大学ウインドオーケストラ 第15回定期演奏会
7月16日(土)

全席指定 一般 1000円　高校生以下 500円 011-742-1515

札幌市教育文化会館　大ホール　
中央区北1条西13丁目

開演13:00

Akashic Records Presents 新札幌　School of Rock Fes Bomb 2022
7月16日(土)　※雨天時17日開催

無料 011-212-1800

ふれあい広場あつべつ　屋外特設ステージ
厚別区厚別中央1条5丁目

開演18:00　開場17:30

【第1534回公演】札幌混声合唱団 創立30周年記念 第25回演奏会
7月16日(土)

全席自由 1000円　 090-8632-6682

札幌市教育文化会館　小ホール
中央区北1条西13丁目

＜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
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/）

開演19:00　開場18:30

安達彩子 第二回独演会「Never Enough」
7月17日(日)

一般3000円　中高生1800円　小学生以下1200円 090-1643-2533

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

開演17:00　開場16:00

プレイヤーズパーティー・オーケストラ　第2回定期演奏会
7月17日(日) 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

11:00～19:40　※会場により異なります。

【SAPPORO CITY JAZZ】PARK JAZZ LIVE

7月16日（土）～7月17日（日）

無料　※会場により1ドリンクオーダーが必要です。会場・各日タイムテーブル等詳しくはHPをご確認ください。https://sapporocityjazz.jp/event/pjl2022/
011-592-4125

大通公園2丁目・札幌駅南口駅前広場（サツエキテラス）・札幌市役所 1Fロビー他市内10ヶ所

第1公演　開演13:30 開場13:00　第2公演　開演16:00 開場15:30

美しきイングランドと第一次世界大戦
7月16日(土)

2000円 080-1887-1123

Studio26
中央区南26条西8丁目3-30

S一般6000円 フレンズ割5100円　A一般5000円 フレンズ割4200円　B一般4000円 フレンズ割3400円　

【PMF2022】開幕を彩る若きアーティストたちの躍動　PMF2022 オープニング・コンサート
7月16日(土)　開演15:00　開場14:00

U25各一般席半額※1997（平成９）年以降生まれの方が対象。※未就学児の入場はご遠慮ください（予約制有料託児サービスあり）

011-242-2211
札幌コンサートホールKitara　大ホール（中央区中島公園1-15）

開演19:00　開場18:30

オージークヮルテット2022 Saxophone on my mine Vol.16
7月14日(木)

1000円　入場券の一般販売及び当日券の販売はございません。出演者よりお買い求め下さい。　 080-1888-7932

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

開演19:00　開場18:30

アイヌシンガー 豊川容子ライブ in 札幌
7月15日(金)

予約 2500円　当日 3000円 ※1ドリンク付 ※ご予約は「みんたる」まで　電話：011-756-3600

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

予約
申込

予約
申込

開演19:00　開場18:30

第11回 ドイツのうた日本のうた
7月15日(金)

全席自由　入場料無料 koo40477@gmail.com

札幌市教育文化会館　小ホール
中央区北１条西13丁目

開演19:00　開場18:30　

弦と歌で奏でるケルト音楽と中世音楽 vol.3
7月15日(金)

全席自由 　前売2500円 当日3000円 090-6447-4819

札幌豊平教会　礼拝堂
豊平区豊平6条3丁目5-15

sc.nanone@icloud.com

開演 18:30　開場 18:00

【PMF2022】最高峰の教授陣からのアドバイスは必聴！PMF2022 プレイベント　PMF公開マスタークラス Ⅱ ～トランペット～
7月14日(木)

全席指定一般1000円　フレンズ割800円　U25 500円 ※1997年（平成９年）以降生まれの方が対象。※未就学児の入場はご遠慮ください。
011-242-2211

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

予約
申込

無料※電子チケットによる入場整理券が必要です ※詳しくはHPをご確認ください。https://t.livepocket.jp/e/players-party_2nd-concert

playerspartyorchestra@gmail.com

【SAPPORO CITY JAZZ】PARK JAZZ LIVE
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３※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7月6日時点の情報を元に作成しております。

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

朗読live イランカラプテvol.4 ～アイヌの昔話、ウクライナの民謡とロシアの童話～録画視聴
7月1日(金)～7月31日(日)

2500円　 011-633-1271

申込サイト　http://ptix.at/QwYN9s

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 　

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

10:30～12:30
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）

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 011-551-1282

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

＜作文募集＞第50回中学生作文コンクール 011-232-5852

無料
7月1日(金)～9月22日(木)

応募資格・方法・要項など詳しはHPをご確認下さい。https://www.hbc.co.jp/radio/essay/

【応募先】北海道放送「第50回中学生作文コンクール」係
【応募先住所】中央区北1条西5丁目

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

＜参加者募集＞北芸亭・寄席演芸講座　
【募集開始】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

【開催日時】8月27日(土)　10月10日(月・祝)　12月3日(土) 　各回13:30～15:00、定員20名（先着順）
各回1000円　（8/27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

10:00～19:00

「絶景北海道の鉄道」写真展 ～いま、一瞬と永遠を手に入れる～
7月16日(土)～7月24日(日)

無料　※ギャラリートーク開催 先着30名 7月16日(土)　①11：00～②15：00～ 7月24日(日)①11：00～②15：00～

011-210-5175
道新プラザDO-BOX
札幌市中央区大通西3丁目6北海道新聞社北一条館1F 道新プラザ内

第60回 富士フイルムフォトコンテスト 入賞作品発表展

10:00～18:00　
7月8日（金）～7月13日（水）【組写真部門・アンダー39部門】

無料　 011-241-7170

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

＜参加者募集＞夏休み文学道場 ー中・高生のための創作講座ー

【開催日】7月27日(水)・8月10日(水)　13:00～16:00
【募集期間】7月1日（金）～7月20日（水）　メールで受付

無料　対象：北海道在住中学・高校生　定員：対面10名・オンライン5名（どちらか） bungaku@h-bungaku.or.jp

北海道立文学館　講堂（対面）
中央区中島公園1-4

還～今が過去　過去が未来～

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

無料 011-563-0212

ギャラリー土土&土土カフェ
中央区南15条西15丁目2-10

岡本和行　写真展　Powder　

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

無料 011-562-7762

GALLERY創
中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ

板東寛之写真展「京都 櫻春錦秋」　

10:00～18:00
7月15日(金)～7月27日(水)

無料 011-241-7170

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

第二回 さっぽろ名妓連 浴衣撮影会

15:00～17:00 （受付開始は14:30）
7月24日(日) （申込期限7月18日(月・祝)先着20名様限定）

5000円(お支払いは当日、現金のみ)　 sapporomeigiphoto@gmail.com

新善光寺
中央区南６条西1丁目2

予約
申込

予約
申込

ラボチプロデュース のと☆えれき二人芝居「葉桜とセレナーデ」

※受付開始・開場は開演の30分前です。
7月15日(金)19:30　7月16日(土)14:00/18:00 　7月17日(日)13:00/17:00　7月18日(月・祝) 14:00  

日時指定・全席自由 前売3200円 当日3500円 　※アフタートーク 16日（土）18：00終了後（のと☆えれき反省会） 17日（日）13：00終了後(ゲスト：ごまのはえ)

050-3698-5920
扇谷記念スタジオ・シアターZOO
中央区南11条西1丁目3-17ファミール中島公園B1F

追悼 瀬戸内寂聴 朗読会　－ありがとうございました・感謝の気持ちをこめて

開演14:00　開場13:30
7月17日(日)

2000円 ※要予約 090-3392-2123

渡辺淳一文学館　講堂
中央区南12条西6丁目414

げき工房えこボット vol.28 「おはなし一人語り 2022」

1回目11:00～　2回目14:00～
7月17日(日)

500円 ekobottogekigongfang@gmail.com
西区宮の沢1条1丁目1-10

申込
予約

申込
予約

【開催日】8月2日(火)10:30～11:30

<参加者募集>第25回 親子のための絵本のよみきかせ会
【受付】7月11日（月）8:45～

無料　定員 親子10組（先着順） 011-614-2001
中央区大通西19丁目1-1 申込

予約

申込
予約

札幌市社会福祉総合センター4F 視聴覚兼会議室

札幌市生涯学習総合センター　ちえりあ　あそびの森

011-511-7655
【募集期間】7月1日(金)～9月11日(日)必着

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

【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

＜作品募集＞第17回北海道小・中・高生 短歌コンテスト

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3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：毎週月曜日（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）

＜作品募集＞ガーデンフェスタフォトコンテスト
【募集期間】6月25日（土）～7月24日（日）

無料　応募要項など詳しくはHPをご確認ください。https://www.sapporo-park.or.jp/kikin/?page_id=19889

011-211-2579
【問合先】公益財団法人札幌市公園緑化協会　ガーデンフェスタコンテスト係
中央区北1条東1丁目6-16ニューワンビル4F

予約
申込

開演18:30　開場17:30

TAIYO GROUP×SAPPORO CITY JAZZ タイアップ公演　Jimmy All Stars Premium LIVE2022
7月20日(水)

全席指定 5000円 090-1528-8707

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

開演19:00 開場18:30

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.14　北欧のピアノ曲 （グリーグ編）
7月21日(木)

一般2000円 学生1000円 090-3393-4245

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

開演19:00　開場18:30

Harvest HIMES Vol.1　「大久保陽子 パリで学ぶ」
7月21日(木)

一般 2000円　学生(U-25)御招待（事前予約が必要です。）詳しくはHPをご確認ください。https://www.himes.jp/news/harvesthimes01-ticketinfo/

011-232-7592
ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

開演18:00　開場17:30

津軽が札幌にやって来た！
7月21日(木)

前売3000円　当日3500円 090-2211-5458

共済ホール
中央区北4条西1丁目共済ビル6F

開演19:00　開場18:30

サロンコンサートSaluto!第14回 ～重唱で楽しむオペラと歌曲の世界～
7月22日(金)

全席自由 一般4000円　学生2000円 z.musica.vocale@gmail.com

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

開演15:30　開場14:45

オペラ指揮者マッキーの「名作オペラを知ろうシリーズvol.8」【ランメルモールのルチア】ドニゼッティ作曲
7月24日(日)

全席自由　3500円 090-3468-2876

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

開演13:30　開場12:45　

札幌100交響楽団 第28回定期演奏会
7月24日(日)

無料　※整理券を事前配布致します。(当日配布も予定しております) info@s100.sakura.ne.jp

カナモトホール（札幌市民ホール）
中央区北1条西1丁目

開演18:30　開場18:00

Siesha 弦楽四重奏コンサート「夏の大三角」
7月24日(日) モエレ沼公園　ガラスのピラミッド

東区モエレ沼公園1-1

開演14:00　開場13:30

【PMF2022】最高峰の教授陣からのアドバイスは必聴！PMF公開マスタークラス Ⅲ　～ヴィオラ＆室内楽～
7月23日(土)

全席指定一般1000円　フレンズ割800円　U25 500円※1997年（平成９年）以降生まれの方が対象。※未就学児の入場はご遠慮ください。

011-242-2211
札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

開演13:30　開場13:00
7月24日(日)

無料　要整理券　整理券配布開始：6月1日（水） 011-784-5534

札幌市 苗穂・本町地区センター
東区本町2条7丁目2-10

開演12:25　開場12:00（予定）

【PMF2022】第488回 市民ロビーコンサート
7月22日(金)

無料（自由席） 011-242-2211

札幌市役所1Fロビー
中央区北1条西2丁目

S一般6000円 フレンズ割5100円　A一般5000円 フレンズ割4200円　B一般4000円 フレンズ割3400円　

【PMF2022】「PMFでしか聴けない札響」を堪能　PMFホストシティ・オーケストラ演奏会
7月22日(金)　開演19:00　開場18:20

U25各一般席半額※1997（平成９）年以降生まれの方が対象。※未就学児の入場はご遠慮ください（予約制有料託児サービスあり）

011-242-2211
札幌コンサートホールKitara　大ホール （中央区中島公園1-15）

開演13:45　開場13:15

【PMF2022】小学生とオーケストラが音楽でつながる　PMFリンクアップ・コンサート
7月19日(火)

無料　※ご自由に入場いただけます。※未就学のお子様もご入場いただけます。 011-242-2211

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

開演19:00　開場18:20

【PMF2022】会期前半出演アーティスト厳選の名曲集　PMFアンサンブル・セレクション
7月19日(火)

S一般3000円 フレンズ割2500円　A一般2000円 フレンズ割1700円　U25各一般席半額※1997（平成９）年以降生まれの方が対象※未就学児の入場はご遠慮ください（予約制有料託児サービスあり）

011-242-2211
札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

開演14:00　開場13:30

【PMF2022】室内楽ファンに贈る意欲的なプログラム　PMFアンサンブル演奏会
7月20日(水)

全席指定一般1000円　フレンズ割800円　U25 500円※1997年（平成９年）以降生まれの方が対象※未就学児の入場はご遠慮ください

011-242-2211
札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

開演19:00　開場18:30

ソプラノ・オーボエ・ピアノの夕べ　涼風を待ちながら
7月19日(火)

全席自由 2000円 Koo40477@gmail.com

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

開演18:30　開場18:00

【PMF2022】ヨーロッパの調べに親しむ　PMFアンサンブル江別公演
7月21日(木)

全席指定 一般2000円 フレンズ割1700円　 090-8275-2404

江別市民文化ホール（えぽあホール）
江別市大麻中町26-7

申込
予約

申込
予約

【PMF2022】音楽を通してまちづくり　PMFアンサンブル演奏会　～第19回 地域ふれあいコンサート～

開演13:00　開場12:30

【PMF2022】2台のピアノとお話で ドイツ“3大B”にアプローチ！PMFクラシックLABO♪
7月18日(月・祝)

全席指定 一般2000円 　フレンズ割1700円　U25 1000円※1997（平成９）年以降生まれの方が対象 ※未就学児の入場はご遠慮ください

011-242-2211
札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

開演14:00　 開場13:00

【SAPPORO CITY JAZZ 】 PARK JAZZ LIVE CONTEST
7月18日(月・祝)

自由席 前売2500円　当日3000円 011-592-4125

札幌芸術の森アートホール　アリーナ
南区芸術の森2丁目75

通常3800円(ご来場特典&アーカイブ付) 配信2000円(アーカイブのみ) ※会場の都合上、当日券、取置き、当日物販、不可となります。

siesha-siesha@yahoo.co.jp

開演17:00　開場16:15

市立札幌開成中等教育学校管弦楽部 第5回定期演奏会
7月18日(月・祝)

全席自由 500円　※3歳未満無料 011-788-6987

カナモトホール(札幌市民ホール)
中央区北1条西1丁目

開演19:00　開場18:15

挑む! File＃13 ～帰ってきた昭和懐メロ歌謡祭～
7月18日(月・祝)

一般 前売2000円　当日2500円　学生無料 090-9529-1581

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F



４ ※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7月6日時点の情報を元に作成しております。
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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(金)　　

市内各会場

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/

予約
申込011-592-4125

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 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

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

【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

【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
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

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 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

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

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

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

【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

＜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

【実施日】7月13日（水）・20日（水）・27日（水） 19:00～20:30
【申込受付】6月3日(金)～7月12日(火)

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 011-271-4220
中央区北2条西7丁目

予約
申込
予約
申込

北海道立道民活動センター 　かでる2･7　1050会議室

WAVE & WHOOP VOL.12

開演13:30　開場13:00
7月24日(日)

自由席　2000円 090-3118-6074

バレエとギターコンサート

開演13:30　開場13:00
7月24日(日)

1000円 011-206-4689

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

第100回記念朗読会! ろうどくの小径

開演13:00　開場12:30
7月24日(日)

無料　※入場者50名まで 090-3392-2123

札幌市中央図書館3F 講堂
中央区南22条西13丁目1-1

7月23日(土) ①開演11:00 ②開演14:00　7月24日(日)開演11:00 　 
011-723-5911

札幌市こどもの劇場やまびこ座

朗読会 江戸のおんな心と男ごころシリーズ第三弾「ひとり語り 江戸の夢」

開演14:00　開場13:40
7月23日(土)

 2000円 U30割1000円 ※30歳以下の証明書をご持参下さい roudoku2525yukari.k@gmail.com

札幌市資料館2F　研修室
中央区大通西13丁目

贋作・罪と罰

7月24日(日)開演12:00 開場11:15／開演17:00 開場16:15
7月23日(土)開演17:00 開場16:15　 演劇専用小劇場　BLOCH

央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F
予約
申込

予約
申込

予約
申込

070-8480-5735

前売一般1500円　学生前売 1000円(各ステージ 10枚限定)予約フォームより申込https://www.quartet-online.net/ticket/14th

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 》 ：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)

《やまびこ座夏の特別公演》人形劇団えりっこ　人形劇「一さつのおくりもの～くまの子クマタの宝もの～」

こども(3歳以上)前売 600円 当日800円　大人(18歳以上)前売1000円 当日1200円 ※要予約 ※定員：各回100名

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)

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）
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)

1000円 ※ストリーミングでの配信 ※情報・申込先https://www.kyobun.org/event_detail.php?id=10464　 011-271-5822

さっぽろ市民寄席 平成開進亭「宮治・枝光二人会」

開演18:40　開場18:15
7月20日(水)

全席自由 前売2000円　当日2500円 080-7000-6403

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

朗読会 はまなす Vol.10

開演13:00　開場12:30
7月18日(月・祝)

1000円 ※「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。 011-582-4134

札幌市民交流プラザ4F 402室
申込
予約

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

教文伝統芸能シリーズ「能楽なう」

開演13:00　開場12:00
7月20日(水)

全席指定 S席6000円 A席4000円 はじめて席2000円 U25（S席）4500円 ※教文ホールメイト会員は、S席・A席500円引き ※U25：1997年以降にお生まれの方であれば学生に限らず購入可。※未就学児入場はご遠慮ください。

011-271-5822
札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

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～
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

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)

予約
申込

011-551-1282

011-801-1520

予約
申込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

「中国・樺太帰国者を知る集い」

【開催日】7月16日(土) 開演13:00　開場12:30
【募集期間】6月13日(月)～7月13日(水)

無料　定員100名 011-252-3411
中央区北2条西7丁目

予約
申込

北海道立道民活動センター  かでる2･7　4F　大会議室

13:00～17:00　開場12:30　

【夏休み自由研究教室】～ロボットで科学を学ぼう・小学生編～
【募集期間】7月11日（月）～7月22日（金）【開催日】8月6日（土）

無料 011-385-4427
江別市西野幌59-2

予約
申込

北海道情報大学　eDCタワー8F　システム制御実習室

13:00～17:00　開場12:30　

【夏休み自由研究教室】 ～ロボットで科学を学ぼう・中高生編～
【募集期間】7月11日（月）～7月22日（金）【開催日】8月5日（金）

無料 011-385-4427
江別市西野幌59-2

予約
申込

北海道情報大学　eDCタワー8F　システム制御実習室

9:30～17:00 (入館は16:30まで)

北海道博物館 第8回特別展「世界の昆虫」
7月23日（土）～9月25日（日）　休館日：9月19日（月）を除く月曜日、9/20(火)

一般(高校生以上) 1500円(1300円) 小・中学生700円(600円) ※（ ）内は前売券と10人以上の団体 ※未就学児無料（要保護者同伴）※障がい手帳等お持ちの方と引率者1名無料

011-898-0466
北海道博物館
厚別区厚別町小野幌53-2

雨天決行・予約制・全席禁煙　

真夏のビアガーデン
7月1日(金)～8月28日(日)

時間・料金等詳しくはHPをご確認ください。 https://www.jasmacplaza.jp/recommend/beer2022/
中央区南7条西3丁目

予約
申込

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
011-551-3333

【開催日】7月30日（土）　7月31日（日）各日2回10:00～12:00,13:00～15:00

＜参加者募集＞丘珠縄文遺跡体験学習「縄文土器づくり」
【募集期間】7月1日（金）9:00～7月20日（日）21:00

500円　当日会場受付にて現金でお支払い願います。　お釣りのないようにご用意願います。
東区丘珠町584-2

10:30～12:15/18:00～19:45　（1日2回実施）

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20日(水)・7月22日(金)・7月24日(日)・7月26日(火) 

無料　※お子さまは10才以上 090-6218-0909

【受付場所】マルヤマクラス2F下りエスカレーター前 イベントスペース
中央区南1条西27丁目1-1

12：00～21:00（一部平日17:00～、土曜日・日曜日16:00～）

【札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年記念 第69回さっぽろ夏まつり】　福祉協賛さっぽろ大通ビアガーデン
7月22日(金)～8月17日(水)

予約窓口についてはHPをご確認ください。http://sapporo-natsu.com/
011-281-6400

中央区大通公園西5丁目～11丁目

【札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年記念 第69回さっぽろ夏まつり】　第69回　狸まつり
7月22日(金)～8月17日(水)

011-241-5125

狸小路1～7丁目（中央区南2・3条西1～7丁目）

開演10:30　開場10:00
7月16日(土)

500円　定員60人　事前申込 011-642-5709

札幌市民交流プラザ1F　 SCARTSコート

13:30～15:30

新渡戸遠友館(仮称)建設支援 連続講座　第1回　「北方文化の形成と北海学園」
7月12日(火)

1000円(道民カレッジ生・学生500円)  ※予約不要・要マスク着用 011-577-1441

愛生舘サロン
中央区南1条西5丁目8愛生舘ビル6F

17:00～

パリ祭の夕べ スペシャルトークイベント「赤いテラスのカフェから」
7月16日(土)

500円 定員：50名(定員に達し次第締め切りとさせていただきます) 011-223-3800

メルキュールホテル札幌
中央区南4条西2丁目2-4

予約
申込

予約申込

【開催日】8月27日(土)【第1部】子ども向け 10:30～11:15　 【第2部】大人向け 13:30～15:00

絵本作家 真珠まりこさん 講演会
【募集期間】7月1日(金)～7月31日(日)

子ども向け 参加費400円 定員45名 要予約　　大人向け 受講料1000円 定員45名 要予約

【開催日】9月10日（土）

＜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)

011-204-8400
予約
申込

予約
申込

【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

kuraché（クラシェ）2022.07「夏びらき。」

10:30～18:30
7月6日(水)～7月12日(火)

無料　※日によって出店者が異なります。 011-232-3661

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

新聞がなくなる?　第3回 今流れている情報って安全なの?

18:45～20:45
7月14日(木) 愛生舘サロン

中央区南1条西5丁目愛生舘ビル6F南側奥

アンガーマネジメント講座

【怒りのタイブ診断編】7月26日(火) 　9月27日(火) 
【初心者編】7月12日(火) 　8月2日(火) 　9月13日(火) 

18:30～20:00　各3300円 011-252-5740
中央区北5条西5丁目7 sapporo55ビル 5F

予約
申込

キャリアバンク札幌スキルアップセンター　セミナールーム

＜参加者募集＞彫美連続講座2022 本郷新とピカソ ―平和を求める芸術家の旅と造形をめぐって

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

開演11:00　開場10:30

真琴の癒し　MAX瞑想会
7月17日(日)

2000円 事前申込制　※ヒーリング体験会は別途体験料がかかります dreambig55epuibe@gmail.com
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

予約
申込

札幌文化芸術交流センターSCARTS 2F スタジオ1・2

10:00～20:00

円山クリエーターズとその仲間たち
7月20日（水）～7月26日（火）

無料 090-6218-0909
中央区南1条西27丁目1-1
マルヤマクラス2F下りエスカレーター前 イベントスペース

予約
申込

通し 一般5000円　会員4000円　25歳以下2000円　(単発 一般1500円/回　会員1000円/回　25歳以下500円/回)

011-252-6752

011-512-6886
札幌市こども人形劇場こぐま座（中央区中島公園1-1）

【開催日】9月18日(日)13:00～14:00

＜参加者募集＞「脳の健康教室」
【募集期間】6月29日(水)～9月18日(日)

無料 011-600-2471

札幌市社会福祉総合センター4F　大研修室
中央区大通西19丁目1-1

予約
申込

予約
申込

011-512-5430
サッポロさとらんど　丘珠縄文遺跡体験学習館

種目・部門・参加料等詳しくはHPをご確認ください。お申し込みはインターネットのみとなります。 https://sdome-event.jp/marathon2022/

そ
　
　
の
　
　
他

札幌市民交流プラザ3F　クリエイティブスタジオ
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内


