
観
　
　
光

美
術
・
工
芸
・
映
像

美
術
・
工
芸
・
映
像

8.8 8.21 

１

vol.369

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。

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

雨天決行・予約制・全席禁煙　時間・料金等詳しくはHPをご確認ください。

真夏のビアガーデン
7月1日(金)～8月28日(日)

https://www.jasmacplaza.jp/recommend/beer2022/ 011-551-3333
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

さっぽろグルメクーポンアプリを取得して、3つスタンプをためて、プレゼントに応募しよう!

札幌から積丹来ちゃったキャンペーン

詳しくはHPをご確認ください。https://www.sapporo.travel/news/shakotankityatta-campaign/

8月1日(月)～8月31日(水)
0135-44-3715

一般社団法人積丹観光協会

11:00～20:30

LIGHT UP HOKKAIDO 2022 ～HANABI・FOOD・MUSIC～
8月11日(木)

3000円　小学生以下無料 011-807-5607

国営滝野すずらん丘陵公園　特設会場
南区滝野247

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)

※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

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

011-211-4366
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（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）
月3回水曜日 要予約 対象：小学2年生～ 入学金：5500円 月謝：教室6600円 オンライン2200円※一部入学金免除あり　

応募料500円（1名何点でも）

＜デザイン募集＞N1モードグランプリ第3回雪ミクコスチュームデザインコンテスト
【応募期間】6月1日(水)～8月31(水)当日消印有効

応募要項・方法等についてはHPを確認ください。https://ndchokkaido.com/grandPrix.html　Ｎ1モードグランプリ2022コスチューム着用モデルも同日募集

080-5592-1174
【応募先】N1モードグランプリ実行委員会事務局
【応募先住所】中央区南1条西22丁目1-1北方圏学術情報センター4F

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：毎週月曜日 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

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

【開催日】8月27日(土)

浴衣で夕涼み
【申込受付】7月25日(月)～8月27日(土)

6000円

予約
申込

sapporokotoyo@gmail.com

札幌パークホテル　ビアガーデン会場
中央区南10条西3丁目1-1

12：00～21:00

【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～8丁目、10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）

詳しくはHPをご確認ください。https://sapporoikitaicampaign.jp/campaign.html#campaign

# さっぽろきちゃったスタンプラリー
7月15日(金)～10月31日(月）

info@bros-inc.jp
札幌の対象スポットを訪問してデジタルスタンプを集めよう！

無料　※位置情報（GPS)機能付きのスマートフォンまたはタブレットでご参加頂けます。

参加イベントにより料金が異なります。

SAPPORO MACHINAKA RESORT
7月15日(金)～8月31日(水）

詳しくはHPをご確認ください。https://sapporomachinaka.com/
050-9001-6580

9:00～17:00（最終入場は16:45まで）

さっぽろ羊ヶ丘展望台「夏休みイベント」
7月29日(金)～8月15日(月)

入場料無料　体験イベントは有料もあります。 011-851-3080

さっぽろ羊ヶ丘展望台
豊平区羊ヶ丘1

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）

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

一般1800(1600)円 高大生1000(800) 円 中学生700(500)円  ※( )内は10名以上の団体、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）

【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

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　

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16:30まで）※金曜日は19：30まで開館（最終入場は19:00まで）

10:00～19:00

CHIE solo Exhibition FOPPISH GIRL “JUMP”
7月26日(火)～8月14日(日)　定休日：毎週月曜日

無料 011-221-5038

HOKKAIDO ART GALLERY
中央区南3条西2丁目KT3条ビル2F

11:00～18:00 (最終日は17:00まで)

今井龍満 個展 －偶然を生きるものたち－
7月30日(土)～8月14日(日)　定休日：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

8:00～19:00　（土曜日は10:00から、最終日は16:00まで）

仲 浩克 油彩画作品展
8月1日（月）～8月10日(水)　　定休日：日曜・祝日

無料 hironakaart@gmail.com

ギャラリーカフェ十字館
豊平区西岡3条9丁目5-7

【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」 ☆北海道・海の風景☆
8月1日(月)～8月15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）

11:00～20:00 (最終日は16:00まで)

「月月木堂」棚田裕美 作品展 お花とにゃんこ展
8月1日(月)～8月27日(土)　定休日：日曜・祝日　※お盆休み8月11日(木・祝)～8月14日(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）

＜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

＜作品募集＞第12回 札幌ドーム「こども絵画展」 011-850-1000 

【開催日】10月下旬～12月上旬（予定）　札幌ドームに展示
【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

【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』
【受付期間】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

12:00～17:00

横山文代プレミアム絵画展2022

無料　

011-206-7338

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

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）

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

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　

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）

【開催日】9月10日(土) 10:00～11:30

＜参加者募集＞つながるArt ～脳が喜ぶ！心が笑う！体のリフレッシュ～ ワークショップ　
【募集期間】7月15日(金)～9月5日(月)

無料　定員14名 090-7653-1161

予約
申込

9:30～17:00（最終入場は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、9/20(火)[9/19（月・祝）は開館]

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

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館（中央区北2条西15丁目）

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

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

※65歳以上の方600(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）

札幌市民交流プラザ2F 　ミーティングルーム1
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

7月20日(水)～10月23日(日)　休館日：10月23日(日)以外の土・日・祝・月曜日　夏季休廊8月11日(木)～8月17日(水)
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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8月3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。

【開催期間】10月19日(水)～10月23日(日)

＜作品募集＞令和4年度札幌市民芸術祭 第73回 市民美術・書道展
【募集期間】8月1日(月)～8月31日(水)必着

【出品料】学生1000円 一般1500円　応募資格・募集要項等詳しくはHPをご確認ください。https://www.kyobun.org/fes_event.php?gid=8

011-271-5822
【応募先】札幌市民芸術祭実行委員会事務局「市民美術・書道展」係
【応募先住所】中央区北1条西13丁目札幌市教育文化会館内

9:00～15:00　※12：30～13：30 昼休みはシャッターが閉まります

北陸銀行西岡支店　仲 浩克 油彩画展
8月1日(月)～8月31日(水)　定休日：土曜・日曜・祝日

無料 hironakaart@gmail.com

北陸銀行 西岡支店
豊平区西岡3条5丁目5-8

平日10:00～15:00 16:00～22:00 土曜日18:00～6:00 

蝦夷蒸気闇市vol.1
8月1日(月)～8月31日(水)　定休日：毎週日曜日

無料※ノーチャージ・ワンオーダーお願いします sumeragian.subaru@gmail.com

珍問屋
中央区南6条西3丁目第一すすきのビル4F

15:00～24:00 (最終日は19:00まで)

朔ナチ子 個展「なちこの小さな世界 3」
8月2日(火)～8月14日(日）　定休日：8月8日(月)

無料　要ワンオーダー　／　19:00以降 チャージ500円 nachikosan25@gmail.com

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

20:00～25:00　最終日は舞踏イベントあり

Dahl個展　DUMANAM
8月2日(火)～8月31日(水)　

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

9:00～15:00　

道銀文化財団 ARTIST BANK 2022  荒井善則 展　場の氣ー彩センの行方
8月2日(火)～9月30日(金)　休館日：土曜・日曜・祝日

無料 011-233-1029

北海道銀行本店営業部　ロビー
中央区大通西4丁目1道銀ビル1F

11:00～18:00

小山内武嗣「アダンの木」　
8月3日(水)～8月8日(月)

無料　【イベント】うたしゃアダン ライブ 8月8日 14:00～14:30 入場無料(投げ銭制)

080-9613-8523
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

【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

小野州一絵画展vol.7
8月3日(水)～8月8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）

10:00～18:00 (最終日は16:00まで)

あさとべじゅんいち作品展
8月7日(日)～8月13日(土)

無料 asatobe@pf6.so-net.ne.jp

大通ビッセ3F　BISSE GALLERY
中央区大通西3丁目7北洋大通センター

10:00～19:00 (最終日は16:30まで)　

第33回 千展
8月9日(火)～8月14日(日)

無料 011-231-1071

ギャラリー大通美術館　全室使用
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

11:00～18:00 (最終日は17：00まで)

コラージュの冒険展
8月9日(火)～8月14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

10:00～18:00 (最終日は15:00まで)　

第46回北海道平和美術展
8月10日(水)～8月14日(日） 札幌市民ギャラリー1F 第1～3展示室

011-771-0629
中央区南2条東6丁目

無料

ナイーブに近い小さなポエム
8月11日(木)～10月2日(日)　休館日：毎週月・火・水曜日

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

予約
申込

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

※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

【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

Jinkei Sato / 佐藤仁敬 solo exhibition
8月10日(水)～8月15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）

9:30～16:30（最終入場は16:00まで）

【特別展示】はやぶさ2 宇宙旅行記 ～小宇宙から私たちへの贈り物～
8月12日(金)～8月16日(火)

無料 011-817-1010

札幌コンベンションセンター
白石区東札幌6条1丁目1-1

【開催日】8月12日(金)10:00-11:30

【特別展示】はやぶさ2 宇宙旅行記 ～小宇宙から私たちへの贈り物～　特別講演会
【募集期間】7月20日(水)9:00～8月8日(月)18:00まで 札幌コンベンションセンター 1F 特別会議場

白石区東札幌6条1丁目1-1
予約
申込

【開催日】8月16日（火）�10：30～11：30 / ②13：00～14：

【特別展示】はやぶさ2 宇宙旅行記 ～小宇宙から私たちへの贈り物～　ワークショップ　●星座盤工作　●分光器工作
【募集期間】7月25日(月)9:00～8月8日(月)18:00まで 札幌コンベンションセンター 1F 中ホール

白石区東札幌6条1丁目1-1
予約
申込

開演10:30　開場10:15

夏休み！子ども映画会「白雪姫」
8月14日(日)

無料 011-271-5471

札幌市民ギャラリー2F　第5展示室
中央区南2条東6丁目

10:00～19:00 (最終日は17:00まで)　

故郷2nd 異郷感覚
8月12日(金)～8月17日(水)

無料 011-303-0615

札幌文化芸術交流センターSCARTSスタジオ1 SCARTSモールA
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

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　　
8月14日(日)・21日(日)

無料（要観覧券）　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

011-817-1010

無料【特別講演会】講師：山田 哲哉（JAXA宇宙科学研究所 准教授） テーマ：小惑星探査機「はやぶさ2」～チームで追いかける宇宙探査の夢と未来～  定員：先着300名様  お申込みフォーム https://forms.gle/QuD3fKapnZJXRXMm9 
011-817-1010

無料　定員：各回先着定員30名様　お申し込みについてはHPをご確認ください。https://www.sora-scc.jp/special/

14:00～14:40 （入館は16:30まで）

生誕100年　藤川叢三　関連事業　教え子と館長によるギャラリートーク　
8月14日(日)

要観覧料　山田吉泰(彫刻家）+　館長　作家と作品について解説します。　予約不要　本館ロビー集合

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

12:00～18:00

グループ展　混沌インターネット
8月15日(月)～8月21日(日)

無料 tsukioriori@gmail.com

CN/28 STUDIO＆GALLERY
中央区北5条西25丁目1-12東和ビル3F

10:00～18:00 (最終日は16:00まで)

第41回 道彩展
8月17日(水)～8月21日(日)

一般500円　大学生400円　高校生以下無料 011-782-5781

札幌市民ギャラリー　第1～3展示室
中央区南2条東6丁目

011-642-5709

開演18:30　開場17:30

HBCジュニアオーケストラ 2022サマーコンサート
8月9日(火）

全席自由　1000円 　※未就学児入場可(有料) 011-232-5842

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

【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

＜参加者募集＞第2回 さっぽろweb声楽コンクール
【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）応募方法等詳しくは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

090-8705-3319

開演18:30　開場18:00

グルーヴィン・ハード・ジャズ・オーケストラ LIVE 2022 VOL.1
8月13日(土)

2000円 090-3112-3124

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

13:30～17:00

モエレ沼「アンサンブル サマーコンサート」
8月13日(土)

無料 guruguru-info@guru-guru.sakura.tv

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15:00　開場14:15

＜Kitaraアフタヌーンコンサート＞びわ湖ホール声楽アンサンブル ～美しい日本の歌
8月13日(土)

全席指定 一般2500円　高校生以下(5歳以上)500円  KitaraClub会員料金  一般 2000円  ※5歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

011-520-2000
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18:30　開場18:00

The Premiere Vol.5 ～北の大地のオール新作初演コンサート！～
8月13日(土)

全席自由 1000円 080-5596-8322

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

Baum 第10回定期演奏会
8月14日(日)

1000円 baumchorus@gmail.com

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15:30　開場15:00

西高OBオーケストラ 第37回演奏会
8月13日(土)

全席自由　1000円 nishiko.ob.orch@gmail.com

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

開演14:00　開場13:30

未来へつながるコンサートシリーズ Vol.2 本堂誠彦テノールリサイタル
8月12日(金)

1500円 op13cmoll@gmail.com

Studio26
中央区南26条西8丁目3-30

12日12：30～22：00　13日11：00～29：00

RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022 in EZO
8月12日(金)13日(土)

※各種チケットにより料金が異なります。 http://rsr.wess.co.jp/2022/contact/

石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ（石狩市新港中央1丁目）

【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

中村まり子小品展 ～ふくらかな水面～
8月17日(水)～8月22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

【開催日】09月29日(木)～10月27日(木)10:00～11:30

＜生徒募集＞美術講座プレミアム 受講生募集！
【応募締切】9月16日(金)必着 予約

申込

11:00～18:00 (最終日は17:00まで）

丹羽シゲユキ展 ー華萌白ー
8月20日(土)～8月28日(日)　休館日：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

【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 ☆北のファンタジー☆
8月17日(水)～8月31日(水)　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）

10:00～18:00 (最終日は17:00まで)

こどもアール・ブリュット北海道みらい作品展
8月19日(金)～8月21日(日)

無料 011-271-5036

札幌文化芸術交流センター2F　SCARTS モールC
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

開演14:00　開場13:30

虹のしっぽ 民映研 記録映画上映会⑥『うつわ～食器の文化』
8月21日(日）

一般1000円　学生500円　定員20名（要予約）

予約
申込

011-206-0804

虹のしっぽ　hot cafe ほっぺた館
南区簾舞4条3丁目4-25

【開催日】9月4日(日)[午前]10：00～12：00　[午後]14：00～16：00

＜参加者募集＞銀の匙 Silver Spoon 展　関連企画　銀の匙をつくろう！　　
【申込締切】8月20日(土)17：00必着 札幌芸術の森クラフト工房　

南区芸術の森2丁目75
予約
申込

3000円　定員各回6名 　対象小学4年生以上　 応募方法等はHPをご確認ください。https://artpark.or.jp/koshukai-workshop/metalworks_silverspoon_202209/

011-592-4122

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

3000円 (アルテビア会員の方は2500円)　プレミアム講座全5回　定員100名 申込方法 ホームページまたは往復はがきhttp://www.artepia.or.jp

【申込先】一般社団法人 北海道美術館協力会
【申込先住所】中央区北3条西18丁目2-7 新田ビル2F

011-644-4025
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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8月3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。

【第1部】納涼寄席　開演13:00 開場12:30 【第2部】方正・枝光二人会　開演15:20 開場15:00

さっぽろ市民寄席 平成開進亭
8月15日(月)

全席自由 前売　第一部1500円 第二部2000円 当日 第一部2000円 第二部2500円

080-7000-6403
札幌市民交流プラザ 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

開演19:00　開場18:30

Akashic Records 愛宕劇団 舞台公演 2022「九人の乙女～氷雪の門」
8月18日(木)8月19日(金)

前売5500円　当日6000円　高校生以下2000円 ※未就学児入場不可 011-212-1800

小樽 GOLDSTONE
小樽市色内3-3-21

開演13:00

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～ 受講生発表会
8月17日(水)

無料　定員80名 011-551-1282

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

開演19:00　開場18:45

遅れてごめんね！第19回上方落語をきいてよの会
8月18日(木)8月19日(金)

前売3500円　当日4000円 kamigata.rakugo0317@gmail.com

ホテルモントレエーデルホフ札幌13F　ベルヴェデーレ
中央区北2条西1丁目1

20:00～21:15

アイリッシュ＆タップダンス
8月19日(金)

１レッスン 3000円 080-6097-0095

Tap＆Music Lab.
豊平区美園3条4丁目3-24

開演19:00　開場18:30

立川こしら トークライブ+落語　こしらの集い 札幌
8月19日(金)

2500円　※別途1ドリンク500円 usiwajamaru@gmail.com

ヒッピーズ札幌ススキノ
中央区南7条西2丁目リバーサイドビル1F

開演12:30　開場11:30

文化庁 子供文化芸術支援事業　ハッスル★マッスル 忍者
8月14日(日)

全席指定  19歳以上5000円　18歳以下 無料招待 0570-02-0099

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

【開催日】9月16日(金) 開演19:00　開場18:30　定員170名
【受付締切】８月12日(金)必着（結果通知８月26日(金)発送予定）

011-741-3681
予約
申込

予約
申込

札幌大谷大学・札幌文化芸術劇場 hitaru連携事業 札幌大谷大学「アート プログラム2022」第1回 ミュージカル「ミス・サイゴン」見どころ・聴きどころ

1000円　当日受付でお支払いください。※未就学児入場不可　事前申込み制　詳しくはHPをご確認ください。https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=2548

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）

開演17:00　開場16:30

本郷新記念彫刻美術館40周年記念　舞台芸術工房森の会30周年記念 赤川智保モダンバレエスタジオ35周年記念現代舞踊公演「Frozen　Gate　～氷雪の門～」
8月11日(木・祝)

1800円 090-8636-9501

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

【はじめてタップ】12:30-13:30(1時間) 【はじめてキッズ】14:00-14:45(45分)

はじめて タップダンス ワークショップ
8月11日(木・祝)

2000円(タップシューズレンタル無料) 080-6097-0095

Tap＆Music Lab.
豊平区美園3条4丁目3-24

①開演13:30開場13:00 ②開演17:00開場16:30 

《やまびこ座夏の特別公演》音楽人形演劇「True Life」
8月9日(火)

 こども(小学生以上～高校生)前売600円 当日800円 おとな(18歳以上)前売1000円 当日1200円

札幌市こどもの劇場やまびこ座
東区北27条東15丁目

10:00～15:00

明日に向けての展示会
8月8日(月)～8月17日(水)　休館日：8月11日(木・祝)～13日(土)

無料 011-222-4839

ふきのとう子ども図書館多目的ホール
中央区北6条西12丁目8-3

10:30～18:30 （最終日は17:00まで）

描く書くシカジカ　描き屋工山書画個展
8月9日(火)～8月14日(日)　

無料 090-9150-4859

さいとうギャラリー
中央区南1条西3丁目1ラ・ガレリア5F

10:00～18:00

ペンタックスリコーファミリークラブ札幌支部写真展
8月19日(金)～8月24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

10:00～18:00

アルフォトクラブ写真展 切写琢磨
8月5日(金)～8月10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

＜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）
【開催日時】8月27日(土)　12月3日(土) 　各回13:30～15:00、定員20名（先着順）

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

予約
申込

011-272-0501

8/27：2000円、12/3：1000円　会場・対象・申込方法等詳しくはHPをご確認ください。https://haf.jp/news.php?n=210

予約
申込

011-723-5911

開演17:30　開場17:00

第1535回札幌市民劇場 土井 泰志 ピアノリサイタル  ～アルベニス 「イベリア」 全曲演奏会～
8月20日(土）

全席自由 2500円 011-600-8895

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

札幌出発バスツアーの方　11:00出発　3980円

にしん御殿小樽貴賓館旧青山別邸「竹あかりが灯る風呂敷と北前船コンサート」
8月20日(土）

直接会場入りの方　14:00開場　2500円 090-6877-7020

にしん御殿旧青山別邸 小樽貴賓館
小樽市祝津3丁目63

開演13:00　開場12:30

宮の森アルテ・ムジクス 第27回 定期演奏会
8月21日(日）

全席自由 前売700円　当日1000円　※未就学児の入場制限はございません。

070-5600-0039
札幌市民交流プラザ　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

開演14:30　開場13:45

Trumpet Enseｍble LaChoce
8月21日(日）

一般 前売2000円　当日2500円　高校生以下1500円 lachoce.1991@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

一般入場料500円　応募は1名2000円

＜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： 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

締切や応募方法はHPをご確認ください。https://www.facebook.com/nonproband/  

予約
申込

予約
申込

011-799-4460

ESPホール（中央区南3条西1丁目3-6　狸小路BIGBOSS 3F）

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1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

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)当日消印有効

応募資格・方法・要項等詳しくは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

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

開演14:00　開場13:30

舘圭子ソプラノリサイタル
8月20日(土）

全席自由　一般3000円　学生1000円　 011-211-1463

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

開演14:00　開場13:15
8月20日(土）

011-520-2000
札幌コンサートホールKitara　大ホール（中央区中島公園1-15）

第22代札幌コンサートホール専属オルガニスト 二コラ・プロカッチーニ フェアウェルオルガンリサイタル

全席指定 一般 2000円 U25 500円 ※1997年以降生まれの方が対象です。※未就学児入場不可  KitaraClub会員料金 一般 1500円

開演19:00　開場18:30

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.15　北欧のピアノ曲 （シベリウス編）
8月18日(木)

一般2000円　学生1000円 090-3393-4245

札幌市時計台ホール　
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

開演18:30　開場18:00

ザ・ルーテルホール 第21回 ミュージック・トゥモーロー「二胡とソプラノ夏のタベ ～愛と祈りをこめて～」
8月18日(木)

全席自由 前売2000円　当日2500円 090-8903-7792

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

開演19:00　開場18:30

クラリネット アンサンブル ジョイント コンサート 蔵八 その五
8月19日(金)

500円 011-582-6542

札幌市時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

開演19:00　開場18:00

Duo Axia ベートーヴェン・ツィクルス vol.2 札幌公演
8月19日(金）

前売3000円　当日3500円 duo.axia@gmail.com

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

開演14:30　開場14:00

桃瀬茉莉　森のピアノソロコンサート
8月20日(土） 奥井理ギャラリー

中央区旭ヶ丘5丁目6-61奥井理ギャラリー

開演19:00　開場18:30

室内楽コンサート 『夏の夜の夢』～誘い～
8月20日(土）

2000円 0126-23-7839

札幌市時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

開演18:30　開場18:00

プティミュゲの会 コンサート
8月14日(日)

1000円 petitmuguet@yahoo.co.jp

札幌市時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

予約
申込

marimomose19861110@gmail.com

3000円 定員30名　未就学児の入場はご遠慮ください。 事前予約の方へサイン入りポストカードと桃瀬茉莉CDの300円割引チケットプレゼント。 

開演18:00　開場17:00

BON Festival Orchestra 4th concert
8月14日(日)

全席自由 1000円 090-2877-8437

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

開演13:00　開場12:00

親子で楽しむぽぷらコンサート vol.4「世界の舞曲を集めて」
8月14日(日)

全席自由 大人2000円　学生小人500円 090-6269-0170

札幌文化芸術交流センター1F　SCARTSコート
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

開演18:00　開場17:30

中世古楽の宵　聖母マリアの被昇天によせて
8月14日(日)

2500円　14席　※お食事メニューを注文のお客様はご予約の上、早めにおこし下さい

080-3395-7020
多目的喫茶店アイビィ
中央区北1条西18丁目1-52市田ビル2F

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

YouthQuake ～変わりゆく日常～
7月26日(火)～8月10日(水)　休館日：毎週土曜・日曜日

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

無料　詳しくはHPをご確認ください。

＜作文募集＞第31回国際理解・国際協力のための作文コンテスト　　
7月29日(金)～8月31日(水)必着

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/122350.html  011-204-5113

【応募先】北海道総合政策部国際局国際課内日本国際連合協会北海道本部事務局
【応募先住所】中央区北3条西6丁目

10:00～17:00

第28期特別記念展　中国近現代の書画展 ～強靱なる文雅の伝統～
8月4日(木)～11月30日(水)　休館日：月曜日、お盆(8月13日～15日)

300円（大学生以下無料) 011-552-2100

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
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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8月3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。

開演14:00　開場13:30

柳家三之助落語独演会 三之助をみたかい？in札幌 Vol.77
8月20日(土）

前売2500円　当日3000円 ※できるだけご予約をお願いいたします ※オンライン決済ができます

予約
申込

011-511-6777
札幌エルプラザ4F　大研修室
北区北8条西3丁目

１回目開演13：00 開場12：30 ２回目開演16：00 開場15：30

『子どものためのオペレッタワークショップ』2022発表公演オペレッタ「月を盗んだ話」
8月20日(土）

大人1500円 こども(高校生以下)1000円 operettaws@gmail.com

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

昼公演　開演14:00 開場13:15  夜公演 開演18:00 開場17:15

長谷川恒希のひとり芝居 「人間生活図鑑」新作ツアー2022
8月20日(土）

全席自由 2500円 店舗での発売は6月10日(金)～8月9日(水)、 その後はメールか公式Lineでお問合せください。

080-4045-3734
演劇専用小劇場　BLOCH
中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F

開演13:00　開場12:30

第101回「ろうどくの小径」朗読会
8月21日(日）

無料　定員50名 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

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

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

＜スタイル画募集＞第13回N1モードグランプリ2022
【応募期間】6月1日（水）～8月31日（水）当日消印有効

応募料500円（1名何点でも）　応募要項・方法等についてはHPを確認ください。https://ndchokkaido.com/grandPrix.html　

080-5592-1174
【応募先】N1モードグランプリ実行委員会事務局
【応募先住所】中央区南1条西22丁目1-1北方圏学術情報センター4F

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

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

無料　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

【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

【開催日】8月8日(月)～8月12日(金)

＜参加者募集＞夏休み子どもマインクラフト体験会　
【募集期間】7月14日(木)～8月10日(水)

白石区東札幌5条1丁目1-1
予約
申込

各フェーズ1回3000円　対象 小学１年生～中学３年生までの個人またはグループ　定員各回20名(先着順)　詳しくはHPをご確認ください。https://seminar.sapporosansin.jp/news/?n=151

011-820-3122
札幌市産業振興センター1F(技能訓練棟)セミナールーム9

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

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

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 　
【講習会日程】 Ⅲ期 10月12日(水)～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

【講習会日程】 Ⅲ期 10月5日(水)～7日(金)　Ⅳ期 11月30日(水)～12月2日(金)
※締切はなく随時受付 　

予約
申込

申込
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）

011-723-5911

《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）

8月21日(日)開演14:00開場13:30

朗読劇 家族草子 札幌組2022
8月19日(金)開演19:00 開場18:30　8月20日(土)開演14:00開場13:30 / 開演19:00開場18:30 

全席自由 一般 3000円 学生2000円 090-7649-9555
渡辺淳一文学館（中央区南12条西6丁目414）

開演19:00　開場18:30

札幌ワラバトル
8月19日(金)

1500円　※別途1ドリンク500円　 各日40席限定 smilecircle2525@gmail.com

Space Art Studio
中央区南7条西4丁目422-35第2北海ビルアバンティ7F

開演19:00　開場18:30

一輪車公演「ひとつの輪」
8月19日(金) 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
予約
申込

全席自由　大人1000円　小学生以下(未就学児共に)500円 ※2歳以下は大人1名につき1名まで膝上鑑賞無料

080-4502-9339

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：9/19(月・祝)を除く月曜日、9/20(火)

一般(高校生以上) 1500(1300)円 小・中学生700(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）※障がい者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）

平日10:00～18:00　休日10:00～19:00　

ざんねんないきもの事典
7月23日(土)～8月31日(水)

850円 011-232-3337

札幌PARCO 7F　特設会場
中央区南1条西3丁目　

【開催日】8月20日(土)10:00～12:00　桜山（真駒内保健保安林）

木であそぼin桜山 第4弾 森のようちえん「いつもり」とコラボ
【受付期間】7月28日(木)～8月18日(木)

親子で1500円（お子さまがお一人増える毎に1000円プラス）定員6家族 070-8985-0961

【集合場所】真駒内駅構内定期券売り場隣
【集合時間】10：00

予約
申込

【開催日】8月8日(月)・9月4日(日)13:00～15:00　受付12:00～
【募集期間】7月19日(火)～8月31日(水)

無料　定員 道内に住居している小学生とその保護者40名(各回)

予約
申込

011-221-0110

北海道立消費生活センター　くらしの教室
中央区北3条西7丁目北海道庁別館西棟2F

＜参加者募集＞親子で学ぶ！お金のかしこい使い方 ～こづかいゲームにチャレンジしてみよう～

【開催日】10月07日(金) ～ 11月04日(金)14:00～16:00

【ちえりあ学習ボランティア企画講座】病気に負けない！免疫のしくみ～からだを守る巧妙なメカニズム～
【申込締切】8月25日(木) 札幌市生涯学習センター2F　大研修室

西区宮の沢1条1丁目1-10
予約
申込

【開催日】11月18日(金) ～ 12月16日(金)18:45～20:45 毎週金曜日

【ご近所先生企画講座11月開講】You Tube入門 ～明日からあなたもユーチューバー～
【申込締切】9月25日(木)

西区宮の沢1条1丁目1-10
予約
申込

講座内容・時間・申込等詳しくはHPをご確認ください。
https://www.ff-ainu.or.jp/web/application/join/details/401.html

令和4年度 アイヌ文化普及啓発セミナー 札幌会場
8月2日(火)～8月9日(火)

無料 定員各回50名（先着順）
中央区北2条西7丁目

予約
申込

011-271-4171
北海道立道民活動センター かでる2・7　5F 520研修室

10:00～16:00　

夏休み！おえかきワークショップ
8月14日(日)

無料　ワークショップ参加は有料（200～500円）①10:15～12:00 ②13:00～15:00 の間、随時受付

011-271-5471
札幌市民ギャラリー2F　第4展示室
中央区南2条東6丁目

13:30～15:00

SAPPORO風呂敷フェスティバル 風呂敷講演会＆風呂敷講座
8月8日(月)

1000円 (事前予約が必要です) 080-6078-2266
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 スタジオ2

13:30～15:30

新渡戸遠友館(仮称)建設支援 連続講座 第2回「ドイツの教育家F.フレーベルを、今考える」
8月9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

18:45～20:45

新聞がなくなる!?　第4回 取材の力
8月11日(木・祝) 予約

申込

011-252-6752
愛生舘サロン
中央区南1条西5丁目8愛生舘ビル6F南側奥

10:00～18:00（最終日は17:30まで）

DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕の回顧録（メモワール）～
8月12日(金)～9月4日(日)

チケット等について詳しくはHPをご確認ください。https://www.stv.jp/event/conan-ginmaku/index.html

011-272-9302
サッポロファクトリー3条館3F
中央区北2条東4丁目

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)

【開催日】8月16日(火)13:30～17:40
【事前参加申込】8月14日(日)まで

無料　参加希望者はこちらからお申し込みください。https://forms.gle/pf1yg8uwtAWUGkGi8

予約
申込011-706-2155

オンライン開催

開演12:00　開場11:30

シンギングボウル生演奏MAX瞑想会™　　
8月21日(日）

2500円 ※ヒーリング体験会は別途体験料がかかります dreambig55epuibe@gmail.com

札幌芸術の森　絵画アトリエA
南区芸術の森2丁目75

【開催日】10月5日(水）～10月26日(水)14:00～16:00　毎週水曜日
【申込締切】8月25日(木)

011-671-2311

＜参加者募集＞公開シンポジウム「地球環境の未来を考える～カーボンニュートラルの実現に向けて～」

北の縄文マルシェ vol.8
8月20日(土）　11:00～16:00 予約

申込

info@doniwab.com
染谷商会 (晴れたら外、雨天の場合は2F室内会場)（豊平区豊平5条10丁目2-32）

①11:30～②13:30～ 　定員：各回４名 　対象年齢：小学生以上 　参加費：600円　（要予約）
無料　【ワークショップ】アンギン編みでコースター作りワークショップお申し込みはメール か専用フォームで　https://ws.formzu.net/dist/S1283010/  

【開催期間】9月27日(火)～11月29日(火)10：00～12：00

＜申込受付＞ 令和4年度第2期えるのす連続講座～女性大学～
【募集期間】7月29日(金)～8月26日(金)

5500円　全10回

予約
申込

011-251-6349

北海道立道民活動センターかでる2・7　4F 大会議室
中央区北2条西7丁目

【開催日】8月21日(日)10:00～11:30

幼児 l 親子で楽しむアート l トイレットペーパーで遊ぼう!!
【募集期日】8月19日(金）21：00まで

1500円 当日ご持参ください。 m1001a7205313@outlook.jp
東区北11条東7丁目1-1

予約
申込

札幌市東区民センター別館　村川ビル(分室)

011-671-2311

3600円　全4回　定員30名　講座内容・申込等詳しくはHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2022-0715-1046-22.html

受講料3000円 材料費2000円　資料代 USBメモリ代　講座内容・申込等詳しくはHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2022-0715-1619-22.html

011-671-2311
札幌市生涯学習センター3F　コンピュータ研修室

予約
申込

【ちえりあ学習ボランティア企画講座】映画ってやっぱり素晴らしい2 ～名作は映画音楽でさらに輝く～

3600円　全4回　定員30名　講座内容・申込等詳しくはHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2022-0715-1044-22.html

札幌市生涯学習センター2F　大研修室（西区宮の沢1条1丁目1-10）


