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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。

JOZANKEI NATURE LUMINARIE

19:00～21:00 （9・10月は18：00～）
6月1日(水)～10月23日(日)

無料 （入場対象：宿泊者限定）  011-598-2012

南区定山渓温泉西4　二見公園～二見吊橋

真夏のビアガーデン

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。
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

# さっぽろきちゃったスタンプラリー

詳しくはHPをご確認ください。https://sapporoikitaicampaign.jp/campaign.html#campaign
7月15日(金)～10月31日(月）

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

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！

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

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

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

【開催日】8月27日(土)15:00～16:30

浴衣で夕涼み
【申込受付】7月25日(月)～8月27日(土)

6000円 芸妓花代含む

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

北海道マラソン

8:30スタート
8月28日(日)

コース等詳しくはHPをご確認ください。https://hokkaido-marathon.com/

スタート及びゴールは大通公園西4丁目
主催：北海道マラソン2022組織委員会

モエレ沼芸術花火2022

花火打上19:00 開場16:00 
9月3日(土)　※荒天の場合は中止

チケット等について詳しくはHPをご確認ください。https://www.moere.jp/ticket

011-375-7271

011-232-0840

モエレ沼公園
東区モエレ沼公園1-1

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

＜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

【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

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

札幌LGBTQ映画祭2022

【開催日】9月11日(日)第1部 開演12:30開場12:00 第2部 開演17:00開場16:30
【受付期間】8月19日(金) ～9月11日(日)

各部 一般 1500円 学生 1000円 ペア割2枚 2000円 narubesa.ally@gmail.com

サツゲキ シアター4（中央区南2条西5丁目6-1 狸小路5丁目内）

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　

無料 　 011-563-0212
中央区南15条西15丁目2-10
ギャラリー土土＆土土カフェ

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）

【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
7月16日(土)～9月11日(日)　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）

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　

【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

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)　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9-3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

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

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

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

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

【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）

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

info@bros-inc.jp

【開催日】9月10日(土)14:00～16:00
【募集期間】8月20日(土)10：00～9月10日(土) 080-8037-2283TAOP 中村 予約

申込

＜参加者募集＞The Act of Painting “直感” 紙の作品　ワークショップ　心とカラダ・色とカタチを使って、遊ぼう！

参加費1500円　参加対象 5歳～小学6年生　定員20名　ご予約はメール（ mail@mayakonakamura.jp ）でお申込みください。 
会場：モエレ沼公園　ガラスのピラミッド2F スペース2
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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17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。

北川智浩 作陶展

11:30～18:00（但し木曜日は13:00～18:00）
8月30日(火)～9月11日(日）定休日：毎週月曜日

無料 011-613-1112

工芸ギャラリー愛海詩(えみし)
中央区北1条西28丁目2-17

モントペペリ個展『右手にある虹』

月～金9:00～220:00 土9:00～21:00 
9月1日(木)～9月14日(水)　定休日：日曜・祝日

無料　【関連イベント】Live painting モントペペリ×クサカ アツシ(bass gitar／@solobass_kusaka)　9月3日(土)19:00～20:00　

080-7034-8489
珈琲淹REFINED　ギャラリー
白石区菊水8条2丁目1-34

第32回帆船模型展

10:00～18:00 (最終日は15:00まで）
8月22日(月)～8月28日(日)

無料 Sapporo.ssmc@gmail.com

らいらっく・ぎゃらりい
中央区大通西4丁目北海道銀行本店ビル1F

2022年 石垣渉 水彩画教室展「蒼の会」

10:00～19:00（最終日は16:00まで）
8月23日(火)～8月28日(日)

無料 090-6870-0926

ギャラリー大通美術館　全室
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

未完の大器VO.4

10:00～18:00（最終日は17:00まで）
8月23日(火)～8月28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

閃plus

10:00～18:00
8月23日(火)～9月2日(金)　休業日：土曜・日曜・祝日

無料 070-1056-8712

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

～2013 again Vol.2～ 森弘志の風景画 －十勝の風景－

【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
8月24日(水)～8月29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）

藤元明緒監督上映会＆トーク

『僕の帰る場所』 ① 10:30～12:10 ／ 藤元監督トーク 12:15～12:45　『海辺の彼女たち』 ① 13:30～15:00 ／ 監督トーク 15:00～15:30  
8月27日(土)

『僕の帰る場所』 ② 16:00～17:40 ／ 監督トーク 17:45～18:15　『海辺の彼女たち』 ② 18:30～20:00　　前売 1500円　当日 1800円　会員・学生 1000円  

090-7055-0074
札幌市教育文化会館4F　講堂（中央区北1条西13丁目）

Side Effects 2022-2024「IEIE, Reflected:Phase 1」展示：IEIE クロニクル

11:00～19:00
8月28日(日)～9月4日(日)

無料 011-271-1955

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

山愛実 油彩展

10:00～18:00（最終日は16:00まで）
8月30日(火)～9月4日(日）

無料 fall_315@yahoo.co.jp

札幌市資料館　ギャラリー5、6室
中央区大通西13丁目

さっぽろ紙まつり

10:00～19:00（初日･最終日は16:00まで）
8月30日(火)～9月4日(日）

無料 011-231-1131

大丸藤井セントラル7F　スカイホール
中央区南1条西3丁目2

第42回 蘭輝会絵画展　

10:00～18:00（最終日は16:00まで）
8月30日(火)～9月4日(日）

無料 m.rankikai@gmail.com

ギャラリー大通美術館　A～C展示室
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

水彩二人展　Water　小谷 良 × 柴垣 誠

11:00～18:00（初日12:00から、最終日16:00まで）
8月31日(水)～9月5日(月)

無料 090-9520-5374

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

佐藤真康作品展 － スケッチブック 2 －

【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
8月31日(水)～9月5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）

佐野妙子個展　～日 ノ々イロ～

10:00～18:00（最終日16:00まで）
8月31日(水)～9月12日(月)　定休日：9月6日(火)

無料 011-785-3607

茶廊法邑　C室
東区本町1条1丁目8-27

北都館 絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」☆百花繚乱☆

【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
9月1日(木)～9月15日(木)　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）

羊男切絵作品展『再訪』

20:00～25:00
9月1日(木)～9月15日(木)　定休日：日曜・月曜日　※9月7日(火)臨時休業

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。DM持参か展示を見に来たと店主に伝えると１ドリンクサービス

011-839-0461
BAR＆GALLERY　卍
中央区南5条西6丁目9-3ニュー桂和ビル8F

第9回かでるマンスリー展示「サークル北こぶし水彩会」

9:00～17:00（最終日は15:00まで）
9月2日(金)～9月12日(月)

無料 011-522-5167

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

【特別展】国宝・法隆寺展

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）
【前期】9月3日(土)～10月2日(日） 【後期】10月4日(火)～10月30日(日)　休館日：9/19と10/10を除く月曜日、9/20と10/11

一般1800(1600)円 高大生1000(800)円 中学生700(500)円 ※（　）内は前売料金、または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　

011-644-6882

北海道立近代美術館　展示室B（中央区北1条西17丁目）

【特別展】国宝・法隆寺展　講演会「法隆寺－聖徳太子信仰の寺－」

開演13:00　開場12:30
9月3日(土)

無料（要観覧券） 定員：100人  ※当日11時30分より、観覧券(半券可)をご提示の方に整理券を配布

011-644-6882
北海道立近代美術館　講堂
中央区北1条西17丁目

【近美コレクション】『北の美のこころ』を携えて

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）
9月3日(土)～11月7日(月)　休館日:9/19と10/10を除く月曜日、9/20と10/11

一般510(420)円 高大生250(170)円 中学生以下など無料 ※( )内は10名以上の団体料金　※法隆寺展との共通券もございます。

北海道立近代美術館 展示室A
中央区北1条西17丁目

011-644-6882

ワークショップ「木のロボットをつくろう」

11:00～18:00（開催時間内の2時間）
9月4日(日) 9月18日(日) 10月2日(日)

製作体験者1名につき3000円　親子参加の付き添いの場合子ども料金のみ  ※事前予約制

ビー玉と木のおもちゃ　アトリエマーブル
手稲区富丘5条2丁目5-27

予約
申込

【開催日】9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
3000円 (アルテビア会員の方は2500円)　プレミアム講座全5回(毎週木曜日)　定員100名 ※申込方法 ホームページ(http://www.artepia.or.jp)または往復はがき

【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

050-3177-2344

【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

市制100周年記念　オータムコンサート　

【開催日】9月10日（土）開演13:30　開場13:00
【募集期間】8月10日(水)9:00～8月31日(水)17:00

無料　定員40名　 011-251-0731

札幌市資料館2F　研修室
中央区大通西13丁目

予約
申込

〈楽興の時〉特別コンサート

開演19:00　開場18:30
8月24日(水)

全席自由 一般 3000円 学生 2000円 080-1887-1123

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

北海道桐朋会コンサート ～夏のおわりの音の夢～

開演19:00　開場18:30
8月25日(木)

全席自由 前売 2000円 当日2500円 090-4878-7073

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

ムジカ・アンティカ・サッポロvol.19「結成10周年記念コンサート」

8月27日(土)開演15:00　開場14:30
8月26日(金)開演19:00　開場18:30

全席自由(各日) 前売 3500円 当日 4000円 011-665-0675

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

村治 奏一 ギター・リサイタル

開演14:00　開場12:30
8月27日(土)

指定席 前売4000円 当日4500円 自由席 前売3000円 当日3500円　 U25 自由席1000円 

090-7652-6065
えぽあホール
江別市大麻中町26-7

北海道教育大学札幌校マンドリンクラブOB・OG会 第13回定期演奏会

開演13:30　開場13:00
8月27日(土)

 一般1000円 小・中学生無料 080-6072-9736
中央区北2条西7丁目

第11回 楽興の時 飯村真理 Sei Solo Vol.1 バッハ無伴奏ヴァイオリン

【第1公演】13:30 【第2公演】16:00 ※第1公演と第2公演は同プログラムです
8月27日(土)

3000円 op13cmoll@gmail.com

Studio26
中央区南26条西8丁目3-30

第1537回 札幌市民劇場　三山博司テノールリサイタル

開演14:00　開場13:20
8月27日(土)

全席自由 一般3000円　学生1000円　 011-271-5822

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

樂♪together 2022

開演13:30　開場13:00
8月27日(土)

全席自由 2000円 080-4795-6248

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

サクソフォンコンサート ～憧れの演奏家をお招きして～

開演14:30　開場14:00
8月28日(日)

1000円 090-3774-6184

渡辺淳一文学館　ホール
中央区南12条西6丁目414

【北海道地区大会】2023年1月22日(日)11:00開演

＜参加者募集＞第16回「ギター大好き みんな集まれギターコンペティション」
【募集期間】8月1日(月)～11月5日(土) 【申込先】公益社団法人日本ギター連盟

参加料10000円　詳しくはHPをご確認ください。http://www.guitarists.or.jp/daisuki1.html

予約
申込

03-3438-1819

東京都港区新橋6-14-4 和田ビル5F

北海道立道民活動センター 　かでる2.7　かでるホール

【SAPPORO CITY JAZZ】North JAM Session 2022

【車椅子席】前売・当日　500円（座席数限定）【椅子指定席】前売4500円　当日5000円 　※膝上に限り末就学児無料  
8月28日(日)　開演13:00　開場12:00

【芝生自由席】一般　前売3500円　当日4000円　大学生以下　前売1000円　当日1500円　(座席数限定・チケットびあ限定販売) ※末就学児無料

011-592-4125
札幌芸術の森　野外ステージ（南区芸術の森2丁目75）

Dialogue ～バロックへの誘い～イギリスとイタリアの作品を集めて

開演15:00　開場14:30
8月28日(日)

一般3000円 学生1500円 090-1309-5893

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

トップアーティストコンサートシリーズ夏　ホルヘ・カバジェロ　共演：樋浦靖晃

開演18:15　開場17:45
8月29日(月)

一般4000円 学生2000円 090-8176-3234

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

北海道立近代美術館コンサート「三輪主恭バリトンリサイタル 歌で聴く日本の情景」

【開催日】10月8日(土)　開演18:30　受付17:10　
【受付期間】8月29日(月)～9月12日(月)

無料　先着予約制 100席限定　全席指定　近美コレクション鑑賞つき

北海道立近代美術館　展示室A
中央区北1条西17丁目

011-233-1029

アントネッロ リコーダーコンソートTOUR 2022

開演19:00　開場18:30
8月31日(水)

4000円 info@anthonello.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
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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17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。

安藤瑠美写真展「TOKYO NUDE」

10:30～20:00
8月11日(木・祝)～8月28日(日)　定休日：毎週月曜・火曜・水曜日

無料 011-299-6380

TO OV café/ 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

Studio26　イギリス音楽週間　Vol.1 ヴィオラとピアノ～巨匠たちが愛した音色

開演19:00　開場18:30
8月31日(水)

全席自由 3000円 080-1887-1123

Studio26
中央区南26条西8丁目3-30

2022 HTB イチオシ‼ classic

開演14:00　開場13:30
9月2日(金)

全席自由 前売1500円　当日1700円　未就学児は入場無料 011-205-7662

北広島市芸術文化ホール（花ホール）
北広島市中央6丁目2-1

星音会 第28回 定期演奏会

開演18:30　開場18:00
9月2日(金)

全席自由 一般2000円　学生1000円　 090-7513-8919

札幌市教育文化会館　小ホール
中央区北1条西13丁目

千住真理子 ヴァイオリン・リサイタル

開演19:00　開場18:15
9月2日(金)

全席指定 4000円　未就学児入場不可 011-612-8696

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130回 OKUI MIGAKUギャラリー　川口莉奈フルートコンサート

開演15:00　開場14:30
9月3日(土)

一般2500円　学生1000円　中学生以下無料 011-521-3540

奥井理ギャラリー
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

森の響フレンド札響名曲コンサート ～下野 竜也の三大交響曲

S席4000円　 A席3000円　 U25割(A席)1200円 ※札響会員はSS席、S席各500円引き 
9月3日(土)　開演14:00　開場13:20

※U25割は1997年以降生まれ対象、ご購入ご来場時に要生年証明。 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

011-520-1771
札幌コンサートホールKitara　大ホール（中央区中島公園1-15）

札幌童謡の会 創立10周年記念演奏会

開演13:30
9月3日(土)

全席自由 大人 1000円 中学生以下 500円 011-582-8595

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

カンマーフィルハーモニー札幌 第11回演奏会 with 成田 達輝

開演19:00　開場18:30
9月3日(土)

全席自由 前売3500円　当日4000円 011-665-0675

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８回北海道の作曲家展

開演13:00　開場12:30
9月4日(日)

全席自由 2000円　未就学児の同伴はご遠慮下さい。 080-6092-4355

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

いこまチェンバーアンサンブル 札幌公演

開演19:00　開場18:30
9月4日(日)

全席自由 前売3000円　当日3500円　未就学児のお子様のご入場はご遠慮願います。

011-211-1463
ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

第14回 くにたちコンサート

開演13:00　開場12:30
9月4日(日)

全席自由 2000円 　※4歳未満入場不可(幼児無料） 090-6260-1080

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

箏演奏家　渡邊香澄全国ツアー2022

開演15:00　開場14:30
9月4日(日)

2000円　別途スイーツ＆ドリンク要オーダー1000円 070-3229-7558

カフェ＆ダイニング　キッチンピエロ
豊平区月寒東3条10丁目2-20

令和4年度札幌市民芸術祭　ギター音楽祭　

開演13:30　開場13:00
9月4日(日)

無料 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

＜作文募集＞第50回中学生作文コンクール

011-232-5852
無料　応募資格・方法・要項等詳しくはHPをご確認下さい。
7月1日(金)～9月22日(木)当日消印有効

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
無料　応募資格・方法・要項等詳しくはHPをご確認下さい。

【募集期間】7月1日(金)～9月11日(日)必着

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

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

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

＜作品募集＞キラリ!さっぽろ公園30選 2022

無料　応募要項等はHPをご確認ください。
【募集期間】8月10日(水)～2023年1月25日(水)10:00

https://www.sapporo-park.or.jp/kikin/?page_id=8821　応募は専用応募フォームからの受け付けのみです。

011-211-2579
【問合先】公益財団法人札幌市公園緑化協会　キラリ！さっぽろ公園30選係
【問合先住所】札幌市中央区北1条東1丁目6-16ニューワンビル4F

オペラ「中山晋平物語～カチューシャの唄」

開演15:00　開場14:15
8月28日(日)

全席自由 1800円 　未就学児入場不可 011-211-0471　

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

特別展　金子みすゞの世界

一般700(560)円　高大生・65歳以上の方450(360)円　小中生300(240)円 ※（　）内は10名以上の団体料金
8月27日(土)～10月23日(日)　休館日：月曜日、9/20(火)[9/19（月・祝）は開館]

児童・老人福祉施設に入所している方や障がい者手帳等お持ちの方とその引率者、生活保護を受けている方無料

011-511-7655
北海道立文学館（中央区中島公園1-4）

＜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

第46回 女流書作家集団展

10:00～18:00（最終日は17:00まで）
8月23日(火)～8月28日(日)

無料 090-9439-2006

大丸藤井セントラル7F　スカイホール
中央区南1条西3丁目2

第41回 書究院展　第7回 書究文化展

10:00～18:00（最終日は15:00まで）
8月24日(水)～8月28日(日)

無料 011-662-5795
中央区南2条東6丁目

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

札幌市民ギャラリー1F第1～2展示室、2F第4展示室、展示ホール1～2

風景写真Award2021展

10:00～18:00
8月26日(金)～8月31日(水)

無料 03-3815-3605

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

＜作品募集＞第68回札幌市児童生徒席書大会

参加料500円　大会要項等詳しくはHPをご確認ください。
【募集期間】9月1日(木)～10月4日(火)

http://sapporo-syosya.info/wp-content/uploads/taikaiyoko_68.pdf FAX 011-661-9498　TEL 011-663-4384

【問合先】平和小学校　月澤 康宏（教頭）
【申込先】各小中学校

内藤聡介写真展「碧きキューバ ～cuba azul～」

10:00～18:00 (最終入館は17:50まで）
9月2日(金)～9月7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

前澤良彰・坂東史樹 コラボレーションワーク「前澤氏の原風景ーMaezawa’s Primordial Landscapeー」

11:00～18:00（最終日は17:00まで）
9月3日(土)～9月18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月観劇会 茂山千五郎家狂言

【開催日】9月2日(金)開演19:00開場18:30・9月3日(土)開演13:00開場12:30
【申込期間】8月4日(木)～8月25日(木)

無料 011-241-7081

道新ホール
中央区大通西3丁目道新ビル大通館8F

人形浄瑠璃2022「さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座公演」

8月28日(日)【札幌人形浄瑠璃芝居あしり座公演 】 ①10:30　②15:00
8月27日(土)【あしり座若手会 】①13:30　②18:00 

一般 前売1500円 当日2000円　学生 700円　教文ホールメイト1300円 011-723-5911

札幌市教育文化会館　小ホール
中央区北1条西13丁目

日本全国能楽キャラバン！in 札幌

開演17:45　開場16:45　休憩後の能「安宅」の予定開始時刻は19：20頃
8月31日(水)

全席指定 S席 6000円　A席 4000円　B席 2000円  未就学児童入場不可 011-884-3625

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

朗読会 はまなす Vol.11

開演13:00　開場12:30
8月22日(月)

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 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

おおきな木 大人のための英語の絵本読み聞かせ会 in 札幌

10:30～11:30
8月25日(木)

無料　※未就学児のご同伴はご遠慮ください。 090-5958-1434

札幌市中央図書館3F　講堂
中央区南22条西13丁目1-1

第21回札幌福北寄席 講談競演 神田京子・神田桜子姉妹会

開演19:00　開場18:30
8月25日(木)

前売 2500円　当日 2800円 03-5909-3080

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

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

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

第31回ふたりしずか文芸館 ・・・「時代小説特集」

開演14:00　開場13:30
8月26日(金)

2000円  入場者25人限定 011-556-6788

北海道立文学館　講堂
中央区中島公園1-4

笑団屋「真田組」「祭りだ！祭りだ！大道芸だ！！」

8月28日(日)①10:30～　②14:00～ 
8月27日(土)①10:30～　②14:00～ 

3歳以上 500円 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

＜先行販売＞札幌コレクション 2022 AUTUMN/WINTER

【開催日】10月29日(土)　開演14:00　開場12:30
7月20日(水)10:00～8月31日(水)23:59 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

豊平区豊平5条11丁目1-1
予約
申込

info@sapporo-collection.jp

 SS指定席8500円 S指定席7000円 A指定席5500円 詳しくはHPをご確認ください。https://sapporo-collection.jp/
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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17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。

会場使用料等の一部として助成金を交付いたします。

令和5年札幌市民劇場公演企画募集
【受付期間】9月1日(木)～9月22日(木)必着

応募方法等詳しくはHPをご確認ください。https://www.kyobun.org/upimg/e20220801164546.pdf

予約
申込

011-271-5822
【応募先】札幌市民芸術祭実行委員会事務局「札幌市民劇場」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

音夢の会 朗読会

開演14:00　開場13:30
9月1日(木)

1200円　予約制 011-685-1362

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

予約
申込

【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　定員100名

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

どろ亀さん×Ｃ.Ｗ.ニコルさん追悼展　森の心、そして祈り

【開催日】11月4日(金)～11月6(日)10:00～19:00(最終日は16:00まで)
【メッセージ募集期間】7月1日(金)～11月6日(日)

無料 22morinokai@gmail.com

道新プラザDO-BOX
中央区大通西3丁目6　 　　　

やさしい日本語で話して作ろう「生活情報ラップブック講座」

【開催日】8月27日(土)9:30～12:00　13:30～16:00 
【募集期間】7月19日(火)～8月31日(水)

500円　各回20名 080-3292-2879

札幌エルプラザ
北区北8条西3丁目

予約
申込

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

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)

詳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

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】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　　対象 道内に住居している小学生とその保護者 定員 40名

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～

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）

TVh落語「林家たい平独演会」

開演19:00　開場18:00
9月1日(木)

A席前売4200円　当日4600円　※未就学児の入場はご遠慮ください。

011-232-3337
道新ホール
中央区大通西3丁目道新ビル大通館8F

＜申込受付＞ 司法講座「特殊詐欺の現状と対策」

【開催日】9月7日(水)13:30～15:00
【募集期間】8月10日(水)～8月31日(水)17:00

無料　定員30名（要申込） 011-251-0731

札幌市資料館2F　研修室
中央区大通西13丁目

市制100周年記念講演「街の移り変わり －マチ歩きのおすすめ－」

【開催日】9月17日(土)13:30～15:00
【募集期間】8月10日(水)～9月7日(水)17:00

無料　定員30名（要申込） 011-251-0731

札幌市資料館2F　研修室
中央区大通西13丁目

予約
申込

DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕の回顧録（メモワール）～

10:00～18:00（最終入場は17:30まで）
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

予約
申込

【開催日】10月7日(金) ～ 11月4日(金)14:00～16:00　毎週金曜日

【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

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

【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
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）

絵本作家 真珠まりこさん 講演会

【第2部】大人向け　 13:30～15:00
8月27日(土)

大人向け 受講料1000円 定員45名 要予約
中央区中島公園1-1
札幌市こども人形劇場こぐま座

011-512-6886

＜受講生募集＞令和4年度 こどものまなび塾 ボランティア養成講習会

昼コース10:00～12:00　夜コース19:00～21:00（土・日曜日は昼・夜コース合同開催）
予約
申込【実施場所】札幌市中島児童会館・札幌市こども人形劇場こぐま座（中央区中島公園1-1）

2022年度『公開講座』2 ～運動＆スポーツからの贈り物～「感情・感動ありがとう」講座

14:00～15:30
8月28日(日） 札幌大谷大学　大学内

東区北16条東9丁目1-1
予約
申込

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　

13:30～15:30
9月4日(日)

300円 20名　実施日の4日前まで募集 090-1385-3385
中央区大通西19丁目1-1

予約
申込

札幌市社会福祉総合センター 3F　第3会議室 

風呂敷フェスティバル2022 ～今を生きる日本文化

開演12:30　開場12:00
9月4日(日)

全席自由 2000円　小学生以下　無料 080-6078-2266

札幌市教育文化会館　小ホール
中央区北1条西13丁目

第13回 茶の湯文化にふれる市民講座

開演13:30　開場12:30
9月4日(日)

無料 011-210-0440

道新ホール
中央区大通西3丁目道新ビル大通館8F

【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)必着

西区宮の沢1条1丁目1-10
予約
申込

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

NF Art craft フェス 2022

11:00～16:00
8月27日(土）小雨決行、雨天時9月3日(土)に延期 

入場料は無料ですが、各種ワークショップにご参加希望の場合は参加料が必要なものもあります。
中央区南14条西12丁目2-25

認知症サポーター養成講座＠札幌市社会福祉総合センター

13:00～14:30
8月28日(日）

無料 011-600-2471

札幌市社会福祉総合センター　視聴覚兼会議室
中央区大通西19丁目1-1

地域交流スペース より道どころ らくら　Lunch&Cafeゆのん 裏庭野外スペース
090-9436-5902

2022年度『公開講座』1 不安と救済ー親鸞の仏教観ー

14:00～15:30
8月28日(日） 札幌大谷大学　大学内

東区北16条東9丁目1-1
予約
申込

【開催日】9月24日(土)10:30～12:00
【募集期間】8月29日(日)～9月9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

kuraché（クラシェ）2022.08「カラダのミカタ」

10:30～18:30
8月31日(水)～9月6日(火)

無料　※日によって出店者が異なります。 011-232-3661
中央区北1条西3丁目

2022年度秋季大会一般公開セミナー「北海道の大地震と大津波」

【開催日】10月23日(日) 開演14:30　開場14:00
【募集期間】9月1日(木)～10月22日(土)

無料 zisin@tokyo.email.ne.jp
中央区北2条西7丁目

予約
申込

老いと向き合う part 7　第5回 死を意識してからの別れのあり方

14:00～16:00
9月2日(金)

通し2500円(単発600円/回) 011-252-6752

さっぽろ自由学校「遊」
中央区南1条西5丁目8愛生舘ビル5F 501A

予約
申込

【公開講座】「若者（思春期の子ども・生徒・部下）との対人関係を学ぼう～親・祖父母・教師・コーチ・上司向け～」

中央区北3条西7丁目　緑苑ビル4F　(株)SCC北海道支店内）

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）出入口7と9の間

北海道立道民活動センター 　かでる2.7　かでるホール

011-742-1608

1000円　定員20名(事前申込制）申込方法等詳しくはHPをご確認ください。https://www.sapporo-otani.ac.jp/visitor/openlecture

011-742-1608

1000円　定員50名(事前申込制）申込方法等詳しくはHPをご確認ください。https://www.sapporo-otani.ac.jp/visitor/openlecture

011-512-6886
Ⅰ期 9月2日(金)～9月17日(土)　 Ⅱ期 9月30日(金)～10月15日(土)　 Ⅲ期 10月19日(水)～10月22日(土)　 Ⅳ期 12月8日(木)～2023年1月15日(日）

定員：15名(先着順)　詳しくはHPご確認ください。https://koguyama.jp/kogumaza/kogumaza_info/23208/

予約
申込


