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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。

予約
申込

JOZANKEI NATURE LUMINARIE

18:00～21:00 
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丁目　二見公園～二見吊橋

# 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！
info@bros-inc.jp

白い恋人パークにゃハロウィン～黒猫と魔法の館

一般おとな(高校生以上)800円 一般こども(4歳～中学生まで)400円 札幌市民おとな500円　札幌市民こども300円 3歳以下無料 
9月1日(木)～10月31日(月)　10:00～17:00　入場チケットは16:00までお買い求めください

※札幌市民料金ご利用の場合は住所が書かれた公的証明書の提示が必要　団体料金(10名以上) おとな500円 こども300円

011-666-1481
白い恋人パーク（西区宮の沢2条2丁目11-36）

詳しくはHPをご確認ください。https://www.city.sapporo.jp/chuo/machi/machizukuri/keywordrally/event2022.html

巡って！集めて！ちゅうおう歴史ラリー
9月16日(金)～2023年2月26日(日)

無料　☆キーワード設置場所☆ ①旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮 ②札幌市時計台 ③さっぽろテレビ塔 ④豊平館 ⑤札幌市埋蔵文化財センター

キーワードを集めて、すてきな商品をゲットしよう♪
011-205-3221

定山渓五大紅葉バス　バスの受付・乗り場は全て定山渓観光案内所

バスで巡る定山渓　五大紅葉
10月1日(土)～10月31日(月)　

詳しくはHPをご確認ください。https://jozankei.jp/godaikoyo/

【問合先】定山渓観光協会
【問合先住所】南区定山渓温泉東3丁目225-1

011-598-2012

詳しくはHPをご確認ください。https://jozankei.jp/news/machiaruki2/

定山渓　まちあるきっぷ
9月15日(木)～2023年2月28日(火)

2000円

【問合先】定山渓観光協会

011-598-2012

予約
申込【問合先住所】南区定山渓温泉東3丁目225-1

シンクスクールジュニア
4月6日(水)～2023年3月31日(金)
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）

予約
申込

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）
011-211-4366

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　

私たちには不利なことが多い

8:00～22:00（最終日は20:00まで）
9月1日(木)～11月30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

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

7月20日(水)～10月23日(日)　休館日：10/23以外の土・日・祝・月曜日　

＜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　

【開催日】11月10日（木）13:30～15:00
【募集期間】7月15日（金）～11月5日（水）

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

【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：10/10を除く月曜日、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

第38回北海道開拓の村児童写生会　絵画展

9:00～16:30（最終入場は16:00まで）
9月4日(日)～10月30日(日)　休館日：毎週月曜日

一般800(700)円　大学生・高校生600(500)円　※( )内は10名以上の団体料金　※中学生以下、65歳以上、障がい者等手帳・アプリをお持ちの方は無料

011-898-2692
北海道開拓の村
厚別区厚別町小野幌50-1

【開催日】10月10日(月・祝)開演14:00　開場13:30

PLAZA FESTIVAL 2022 「あらためまして、SCARTSです」 オープンミーティング
【申込受付】9月1日(木)～ 札幌市民交流プラザ1F　SCARTSコート 予約

申込

011-271-1955

無料　定員50名（予約制・先着順・自由席）右記URLよりお願いいたします。 https://ssl.form-mailer.jp/fms/a81b6f0a752510
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

　
ヴェネツィアン　モダンアートガラス展　－ 千年の伝統と革新 －

9:00～17:30（最終日は16:00まで）（最終入場は閉館30分前)
9月6日(火)～12月5日(月) 

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

0134-33-1717
北一ヴェネツィア美術館
小樽市堺町5-27

細井厚子 万華鏡展 「現れるもの　消えてゆくもの」

月～土12：30～22：00　日・祝12：30～21：00 ※時短営業中 ［フードLO. 20:00(日祝 19:00)・ドリンクLO. 21:00(日祝 20:00)］ 
9月8日(木)～10月4日(火)　定休日：毎週水曜日 

無料※お一人様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）

「美術×医療」ー美術の可能性をひらくー

【開催日】10月29日(土)13:30～15:00
【募集期間】9月10日(土)～10月10日(月・祝)

無料 【定員】70名(定員になり次第締め切り) 090-7653-1161

北海道大学 学術交流会館 第一会議室
北区北8条西5丁目

予約
申込

キッズアートフェス　参加者大募集！

【開催期間】11月7日(月)～11月23日(水・祝)10:00～19:00（最終日は17:00まで）　休館日：11月9日(水)
【募集期間】9月9日(金)～10月25日(火)必着

無料 4つの作品制作ワークショップを行います。受付開始は9月21日(水)12：00より。詳しくはHPをご確認ください。http://s-artstage.com/2022/82/

011-281-7117
札幌市民交流プラザ1F SCARTSモール　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）

建築家上遠野徹と本郷新の宮の森のアトリエ

10:00～17:00（最終日は16:30まで）
9月10日(土)～12月11日(日)　休館日：月曜日(10/10は開館し、10/11は休館)

一般 300(250)円 65歳以上 250(200)円 高大生 200(150)円 中学生以下無料 ※本展は札幌市文化芸術鑑賞促進事業により、半額料金になっています。 ※( )内は10名以上の団体料金

011-642-5709

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）

9:00～16:00（10月3日は14：00まで、最終日は15:00まで）

個展『OISHII』
1期9月9日(金)～10月3日(月)　2期10月4日(火)～10月21日(金)　定休日：日曜日

無料※お一人様ワンオーダーをお願いいたします。
Cafe Kauri（西区山の手2条11丁目5-2）
mimimin1121@gmail.com

木村由紀子 展　ー風の韻（ひびき）ー 

【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28日(水)～10月3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）

【開催日】10月15日(土)13:30～16:00(入場受付13:00～13:30)

映画『ケアニン～あなたでよかった～』上映会
【受付開始】9月13日(火)～10月14日(金)

無料　定員80名　事前予約制

サツゲキ　シアター1
中央区南2条西5丁目6-1 狸小路5丁目内
011-709-2311

第64回北海道文化集会　ワークショップ 縄文土器づくり体験

【開催日】11月5日(土) ①11:00～12:00 ②14:00～15:00　11月6日(日) 11:00～12:00
【受付開始】9月15日(木)～ 予約

申込

予約
申込

第64回北海道文化集会 “美術を奏でる”

【開催日】11月6日(日)　14:00～16:30
【受付開始】9月15日(木)～

無料　定員50名　申込フォーム等詳しくはHPをご確認ください。http://doubun.wp.xdomain.jp/

北海道立近代美術館　講堂
中央区北1条西17丁目

011-271-5036

教材費1500円 親子ペア割引2500円　定員 各回20名　申込フォーム等詳しくはHPをご確認ください。http://doubun.wp.xdomain.jp/

北海道立近代美術館　2F造形室（中央区北1条西17丁目）

予約
申込

011-271-5036

いめうとかの「さんだる」展

12:00～19:00（最終日は18:00まで）
9月21日(水)～10月3日(月)　定休日：毎週火曜日

無料 meng01.fukurou@gmail.com

ギャラリー犬養1F　ギャラリースペース
豊平区豊平3条1丁目1-12

北海道の建築展 2022 ～受け継がれて進む地域性を見つめて～
9月23日(金・祝)～10月10日(月・祝)　9:45～17:00（最終入館は16:30まで） 予約

申込

011-591-0090

9:00～17:00

第33回全道シルバー作品展
9月30日(金)～10月4日(火)

無料

北海道立道民活動センター  かでる2･7　1F展示ホール
中央区北2条西7丁目道民活動センタービル
011-271-5036 

さやけし夜に 朝田千佳子 和紙織り

10:00～17:00（最終日は15:00まで）
9月28日(水)～10月4日(火)

無料 011-711-4465

西野神社　参集殿
西区平和1条3丁目1-1

いのこもの展・7

11:00～16:00（土曜・日曜日は17：00まで）
9月30日(金)～10月3日(月)

無料 inokomono@mail.zaq.jp

みんなのいえ
北区北14条西3丁目1-23

高橋三太郎展 カタチの生まれ方 part2 温故知新ー始まりはwindsor chair

11:00～18:00（最終日は17:00まで）
10月1日(土)～10月10日(月・祝)　定休日：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

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）
一般 500(400)円　高校・大学生 300(240)円　シニア400(320)円　中学生以下等無料　※( )内は20名以上の団体料金
詳しいイベントスケジュールはHPをご確認ください。https://www.jia-hok.org/hokkaido2022/

【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」☆北の水彩画展☆
10月1日(土)～10月15日(土)　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

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



２

　

※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。　※ご覧の情報は2022年9月28日時点の情報を元に作成しております。
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だここのイラスト展 ～物語の1ページ～
オーガニック珈琲＆ギャラリー　十字館

8:30～19:00　土曜のみ10：00～19：00 （最終日は15：00まで）
10月1日(土)～10月11日(火)　 休業日：10/9 10/10

無料 011-861-0253
豊平区西岡3条9丁目5-7

10:30～18:30（最終日は17:00まで）

小林さと枝作品展&なかま達
10月4日(火)～10月9日(日)

無料

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
070-4785-0134

【特別展】国宝・法隆寺展

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）
10月4日(火)～10月30日(日)　休館日：10/10を除く月曜日、10/11

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　

011-644-6882

中央区北1条西17丁目
北海道立近代美術館　展示室B

だここと白うさぎの手仕事展

8:30～19:00　土曜のみ10：00～19：00 （最終日は15：00まで）
10月1日(土)～10月31日(月)　 定休日：日曜・祝日

無料 011-861-0253

オーガニック珈琲＆ギャラリー　十字館
豊平区西岡3条9丁目5-7

開演14:00　開場13:30

美術映画会『レンブラント　光と闇の迷宮』
10月6日(木)

無料　事前申込不要・当日直接会場へ

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

11:00 ～18:00（初日は12:00から、最終日は17:00まで）

PLAZA FESTIVAL 2022 MORIHICO. マルシェ・ドゥ・グルニエ × プラザマルシェ
10月7日(金)～10月10日(月・祝)

無料

札幌市民交流プラザ1F　SCARTSモールA･B　
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内
011-271-1955

11:00 ～18:00

PLAZA FESTIVAL 2022 「あらためまして、SCARTSです」 ドキュメント展 2018-2021
10月7日(金)～10月10日(月・祝)

無料

札幌市民交流プラザ1F　SCARTSコート　
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内
011-271-1955

10:00～18:00（最終日は16:00まで）

すみれ火曜グループ絵画展
10月4日(火)～10月9日(日)

無料

ギャラリー大通美術館　D室
中央区大通西5丁目11大五ビル1F
011-231-1071

【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

友末 智子　小品展
10月5日(水)～10月10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

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

12:00～20:00（最終日は15:00まで）

彫刻家　田嶼碩朗 展覧会
10月6日(木)～10月9日(日)　 

無料

北海道教育大学アーツ＆スポーツ文化複合施設 HUG
中央区北1条東2丁目4 札幌軟石蔵
080-5591-0098

地下鉄の始発から終発まで（最終日は12:00まで）

うちのねこ展
10月6日(木)～11月16日(水)　

無料

白石駅メトロギャラリー
白石区東札幌2条6丁目
akaneko33chan@gmail.com

オンライン10月21日(金)～11月6日(日)札幌国際短編映画祭公式ページ内（予定）

第17回札幌国際短編映画祭
10月7日(金)～10月10日(月・祝)

料金等詳しくはHPをご確認ください。https://sapporoshortfest.jp/blogs/festivalupdate/2022/06/satsugeki.html

サツゲキ
中央区南2条西5丁目6-1 狸小路5丁目内

011-817-8924

開演14:00　開場13:40

PLAZA FESTIVAL 2022 プラザ映像祭　映像作家 大西景太の”音のかたち”　
10月8日(土)

全席指定 1800円　※未就学児入場不可 大西景太氏トーク＋VJライブ付

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
011-271-1950

①11:00～12:00　②15:00～16:00

PLAZA FESTIVAL 2022 アートコミュニケーター「ひらく」と巡る常設アート鑑賞ツアー
10月8日(土)

無料　事前申込不要　集合場所：各回の開始時間までにSCARTSコート（札幌市民交流プラザ1階）へお集まりください。

札幌市民交流プラザ
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

011-271-1955

受付時間10:00～16:00（17:00会場終了）

PLAZA FESTIVAL 2022 札幌芸術の森クラフトキャラバンワークショップ 街、森、クラフト
10月8日(土)・10月9日(日)

事前申込不要・先着順(定員に達し次第受付終了）　参加費・定員等詳細はHPをご確認ください。https://artpark.or.jp/tenrankai-event/craftcaravan20221008_09/

札幌市民交流プラザ2F　SCARTSスタジオ1･2　
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

011-592-4122

開演16:00　開場15:40

PLAZA FESTIVAL 2022 プラザ映像祭　音の映画 アノーチャ・スウィチャーゴーンポン監督『暗くなるまでには』
10月8日(土)

全席指定 1000円　※未就学児入場不可 映画批評家 樋口泰人氏トーク付

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
011-271-1950

①上映10:00～12:18 シネマトーク 12:20～12:35　②上映13:00～15:18 シネマトーク 15:20～15:35 

映画「イヴのすべて」
10月8日(土)

予約・前売 1000円 当日 1300円 ※映画サークル会員は無料

札幌市教育文化会館4F　講堂（中央区北1条西13丁目）

090-7055-0074

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

NEOSA 小川エドワーズ乃亜刺繍作品展
10月11日(火)～10月16日(日)　 

無料

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F
080-6076-9427

開演13:00　開場12:40

PLAZA FESTIVAL 2022 プラザ映像祭　爆音上映『スクール・オブ・ロック』
10月9日(日)

全席指定 500円　※未就学児入場不可

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
011-271-1950

開演15:30　開場15:10
10月9日(日)

全席指定 1800円 ※未就学児入場不可  作曲家 岩崎太整氏トーク付

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
011-271-1950

PLAZA FESTIVAL 2022 プラザ映像祭　映画をつくる劇伴音楽の力―『ワンダーウォール 劇場版』上映＋ゲスト 岩崎太整（作曲家）―

10:00～19:00（最終日は17:00まで）

陶tudioTADA　教室作品展 vol.5
10月12日(水)～10月16日(日)　 

無料

札幌市資料館　ギャラリー1・2
中央区大通西13丁目
090-7512-2761

10:30～18:30（13日・15日・17日は17:30まで）

第59回全道いけ花美術展
10月12日(水)～10月17日(月)　

前売 600円　当日 700円 ※高校生以下無料 ※本券1枚につき1名さまのみ、1回限り有効

丸井今井 札幌本店 大通館9F催事場
中央区南1条西2丁目

011-210-5735

開演14:00　開場13:30

第1542回　札幌市民劇場 陣内麻友美・中原聡章ジョイントリサイタルⅣ ヘンデル　「アポロとダフネ」
10月10日(月・祝)

前売 一般 3000円 学生 1500円 ペア 5000円　当日 一般 3500円 学生 1500円 ※ペア券は前売り券のみの販売となります。

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

090-1309-5893

開演19:00　開場18:30

マリア・エステル・グスマンギターリサイタル
10月11日(火)

全席指定 前売 3500円 当日 4000円

ふきのとうホール
中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6F
campanillasapporo@gmail.com

熊谷文秀 RUSTY MACHINES～錆びついた機械たち。　

11:00～18:00（最終日は17:00まで）
10月15日(土)～10月30日(日)　定休日：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

開演15:00　開場14:30

第16回 Sound Spaceクラシックコンサート ヴィオラとクラシックギターの奏
10月10日(月・祝)

前売 2800円　当日 3300円

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414
090-8633-5070

①開演11:30受付11:00 ②開演16:00受付15:30

映画とごはんの世界旅行vol.3オランダ編『恐竜が教えてくれたこと』
10月15日(土)

2500円 定員 各回40名　オランダごはん「KUMADE風キベリング弁当」付き(鱈フライのタルタルソース) チケット販売サイト「パスマーケット」にて販売 https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020x3bb243i21.html

庭ギャラリー
中央区大通西17丁目1-7庭ビル2F

kinomado@gmail.com

【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

水高和彦 ミクストメディア展 ～異素材の出逢い～ 
10月12日(水)～10月17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

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

【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2022 価格をきめるのはあなた!!「おたのしみオークションVol.8」
10月12日(水)～10月31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。10月31日(月)入札締切り、11月2日(水)結果発表。見事落札された方は、11月14日(月)までにお支払い、作品をお受け取り下さい。

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

開演14:00　開場13:00

Koto in Sapporo 2022 下村道子芸道65周年コンサート
10月8日(土)

大人3500円 高校生以下1000円 ※未就学児無料(要保護者同伴)

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目
011-211-8300

開演14:00　開場13:15

第23代札幌コンサートホール専属オルガニスト ヤニス・デュボワ デビューリサイタル
10月8日(土)

全席指定 一般 1000円 U25 500円 ※U25は1997年以降にお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 500円

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

011-520-2000

開演13:00　開場12:30

札幌青少年吹奏楽団第 36回定期演奏会
10月9日(日)

全席自由 前売 700円 当日 1000円 ※未就学児入場可、小学生以下無料 

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15
080-1865-3777

開演19:00　開場18:15

札幌市民オーケストラ 第47回 定期演奏会
10月9日(日)

全席自由　前売 1000円　当日 1200円 ※3歳以上の未就学児入場可 ※未就学児及び小学生以下は保護者同伴に限り無料

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

090-2059-5804

開演19:00　開場18:30

Ethical∞p Music vol.1 ～時計台から平和を願って～
10月10日(月・祝)

全席自由 2000円  ※演奏会後日、期間限定でオンデマンド配信予定 視聴料 1000円

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

nao.sugising@gmail.com

開演13:30　開場13:00

川越守記念 北海道交響楽団 第93回 演奏会
10月10日(月・祝)

前売 指定席 1500円 自由席 一般 1000円 小中高生 700円 　当日 指定席 2000円 自由席 一般 1500円 小中高生 1000円 　※未就学児のホール内への同伴はご遠慮ください。

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

dokyo1980jim@nifty.com

開演19:00　開場18:30

秋風のコンサート 安田文子 ピアノ&トーク コンサート
10月6日(木)

全席自由 1000円

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F
050-5899-5300

開演19:00　開場18:30

服部麻実ソプラノリサイタルIX　ー平和に祈りをこめてー
10月7日(金)

全席自由 一般 3000円　学生 1000円

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1
011-665-0675

開演18:30　開場18:00

杉山清貴　弾き語りライブ2022 北海道
10月7日(金)

全席指定 前売 一般 4000円 高校生以下 2000円　当日 一般 4500円 高校生以下 2500円 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。

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

011-372-7667

第64回北海道文化集会 “音楽を展示する”

【開催日】11月3日(木・祝)13:45～16:30 
【受付開始】9月15日(木)～

無料　定員50名　申込フォーム等詳しくはHPをご確認ください。http://doubun.wp.xdomain.jp/

北海道立近代美術館　講堂
中央区北1条西17丁目

予約
申込

011-271-5036

【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15日(火) 【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

 開演19:00　開場18:15 中央区中島公園1-15

札幌コンサートホール開館25周年 ＜Kitaraワールドオーケストラシリーズ＞ サー・サイモン・ラトル指揮 ロンドン交響楽団
10月3日(月)　

全席指定  S 22000円 A 18000円 ペアS 42000円 ※未就学児入場不可  ▼KitaraClub会員特別料金▼S 19000円 A 15000円  

札幌コンサートホールKitara　大ホール
011-520-2000

開演12:30　開場11:30

全音連歌唱全国大会2023北海道地区予選会&全音連歌の会発表会
10月3日(月)

全席自由 1000円

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
090-2076-5747

11:00～16:00

芸森アートマーケット2022
10月16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/

札幌芸術の森美術館　アートホール (屋内開催)
南区芸術の森2丁目75

011-633-6388

【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」☆オークション（メインセール）☆
10月16日(日)～10月31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。10月31日(月)入札締切り、11月2日(水)結果発表。

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



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9月28日時点の情報を元に作成しております。
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写真展「かつて、ここには」

11:00～18:00（最終日は17:00まで）
9月23日(金・祝)～10月9日(日)　休館日：毎週月曜日

無料 090-9756-2731

トラムニストギャラリー
中央区南5条西15丁目2-5トラムニストビル2F

2022北海道読売写真クラブ展

10:00～18:00
9月30日(金)～10月5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

開演13:00　開場12:30

北海道シニア吹奏楽団第28回定期演奏会
10月16日(日)

500円　小学生以下無料

かでるホール　大ホール
中央区北2条西7丁目北海道立道民活動センター かでる2･7

090-3897-2052

開演13:30　開場13:00

第1544回公演 鈴木飛鳥・坂田朋優　ピアノデュオリサイタル
10月16日(日)

全席自由 一般 2000円 学生 1000円（大学生以下）

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

011-665-0675 

無料　テーマ:子どもと行きたい!えべつの場所

＜作品募集＞子育て応援のまち・えべつ Instagramフォトキャンペーン2022
【応募期間】7月15日(金)～10月16日(日）

応募方法①@ebetsuCityをフォロー②江別市内で撮影した写真用意③ハッシュタグ ＃子供と行きたいえべつ_2022  をつけて投稿

【問合先】江別市役所政策推進課　シティプロモート・住環境活性化担当
【問合先住所】江別市高砂町6江別市役所本庁舎2F

011-381-1064

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】中央区北1条東1丁目6-16ニューワンビル4F

BOOK MARK展 vol.4「ビジネスパーソンにオススメしたい10冊」

11:00～19:00　※9/25(水)、10/5(水)、10/12(水)、10/19(水)は、会場都合により16:00まで
8月26日(金)～10月30日(日)

無料 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）

特別展　金子みすゞの世界

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）　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、10月11日(火)［10月10日（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　特別展示室（中央区中島公園1-4）

開演19:00　開場18:30

Welcome to the World of English！歌とピアノで感じる英語の世界
10月15日(土)

2500円　小中学生 1000円

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

090-1304-9034

開演13:30　開場13:00

アシュレー・コール 創立40周年記念コンサート ～作曲家なかにし あかね先生をお迎えして～
10月15日(土)

全席自由 一般 1500円　高校生以下1000円

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

011-582-8595

開演17:00　開場16:30

長島剛子・梅本実リートデュオリサイタル～ロマン派から20世紀へPartⅣ ーH.ヴォルフとその後
10月15日(土)

全席自由 3000円

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

011-665-0675

10月16日(日)開演10:00　開場9:30

令和4年度 札幌市民芸術祭「市民合唱祭」
10月15日(土)開演12:00　開場11:30

全対象入場料無料・入場券はございません。直接会場へお越しください。 ※満員の際は入場をお断りする場合もありますのでご了承ください。

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

011-271-5822

開演13:30　開場13:00

アイヌシンガー豊川容子 with のりたまコンサート ～オマナンクルの唄～
10月16日(日)

全席自由 前売2000円　当日2500円　中学生以下無料（要保護者同伴）

夢創館
恵庭市島松仲町1丁目2-20

sc.nanone@icloud.com

開演13:30　開場13:00

第1775回トヨタコミュニティコンサート 札幌フィルハーモニー管弦楽団 第65回定期演奏会
10月16日(日)

全席自由　1000円 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

080-3237-2595

開演13:00　開場12:00

一般社団法人 労音・札幌音鑑 10月例会　風の旅＋日野真奈美
10月16日(日)

全席自由　一般3000円　 小中高500円 　音鑑会員2500円 　

札幌市教育文化会館　小ホール
中央区北1条西13丁目

011-382-6408

開演19:00　開場18:30

小田桐寛之トロンボーンリサイタル 「ザ・ルーテルホール第23回ミュージック・トゥモロー」
10月13日(木)

全席自由 一般 3000円　高校生以下 1500円

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

011-709-4211

開演17:30　開場17:00

札幌大谷中学校音楽コース・札幌大谷高等学校音楽科 第37回 定期演奏会
10月14日(金)

全席自由 無料（要整理券。札幌大谷高等学校事務室　Kitaraチケットセンターにて配布）

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

011-731-2451

開演19:00　開場18:40

LCアルモーニカ第22回時計台コンサート ～ドイツ歌曲＆フィガロの結婚～
10月14日(金)

全席自由 2000円

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

090-7050-9007

開演15:00　開場14:30

第131回OKUI MIGAKUギャラリー　阿部幸奈ヴァイオリンリサイタル ～故郷に想いを寄せて～
10月15日(土)

一般 2500円　学生 1500円　中学生以下無料

奥井理ギャラリー
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

011-521-3540

【開催日】10月5日(水)11:00～11:30

特別展　金子みすゞの世界　学芸員による見どころ解説
【受付開始】9月21日(水)9:00～（電話受付）

無料　定員25名(事前予約制）　講師：北海道立文学館学芸員

北海道立文学館　講堂
中央区中島公園1-4

011-511-7655

＜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

予約
申込

北海学園大学Ⅰ部写真部 2022 秋展

11:00～16:00
10月4日(火)～10月9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

全14会場でスタンプを捺して、2022オリジナルステッカーをGETしよう！

おたる Book Art week 2022
10月10日(月・祝)～10月23日(日)

無料　

市立小樽図書館など14か所
小樽市花園5丁目1-1　他

0134-61-7930

9:00～20:00（最終日は19:30まで）

読書環境の整備を考える「ぶっくらぼステーション」
10月4日(火)～10月7日(金)

無料

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北1条イベントスペース東
中央区北1条西4丁目

hk_bookshare@yahoo.co.jp

＜作品募集＞第54回国際現代書道展
【受付期間】10月1日(土)～10月4日(火)

入場無料　出品料・表具料については出品要綱のHPをご確認ください。http://shodoh.net/k_3index.html

011-552-2100
【受付先】国際書道協会「国際現代書道展」係
【受付場所】中央区南22条西9丁目アートパレスビル3F

10:00～18:00（初日は12:00から、 最終日は16:00まで）

都会に生きるカラス達写真展_Vol.5
10月3日(月)～10月9日(日)

無料

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

090-7652-4328

【平日】8:45～20:00　【土日祝】8:45～17:00 

中央図書館　所蔵資料特別展　札幌市制100周年記念事業「札幌市制の100年」
10月13日(木)～12月13日(火)

無料　※※10/26、11/9、11/30は図書館の休館日ですが、展示はご覧いただけます。(8:45～17:00)

札幌市中央図書館1F　展示室
中央区南22条西13丁目1-1

011-512-7355

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

小中高生対象　伝統文化 子ども日本舞踊教室

13:00～
9月3日(土)～10月22日(土)　土曜・日曜日（全10回及び発表会）

無料　定員20名(小学生・中学生・高校生対象) 090-9836-8058

札幌市北区民センター　集会室
北区北25条西6丁目1-1

予約
申込

＜参加者募集＞北芸亭・寄席演芸講座　
【募集開始】5月23日(月)～　
【開催日時】　12月3日（土）13:30～15:00、定員20名（先着順）

予約
申込

011-272-0501

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

【開催日】10月15日(土)開演19:00　開場18:30

BALIとSAPPOROを繋ぐ祈りのハーモニー
【申込期間】9月22日(木)～10月14日(金)

3500円

響きの杜クリニック2F　ひびきホール
中央区南2条西27丁目1-9響きの杜クリニック

putukaoru@hotmail.com

夜の部 開場17:45 開演18:30

人形浄瑠璃文楽
10月3日(月)

全席指定 一般 5000円 U25席 3000円　※未就学児のご入場ご同伴はご遠慮ください。

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

011-271-5822

午前の部 開演10:30 開場10:00　午後の部 開演13:30 開場13:00

語りの会
10月3日(月)

無料 豊平館入館の際、入口にて観覧料300円をお支払いください。 定員：各回30名(要予約、先着順)

豊平館1F　下の広間
中央区中島公園1-20

予約
申込

【開催日】10月22日(土)13:30～15:00（終了予定）

第24回 大人のための朗読会
【申込開始】9月12日(月)8:45～

無料　定員80名　※先着順

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

011-614-2001

予約
申込

予約
申込

011-615-6655

10:00～18:00

Group18%GRAY第14回写真展「ひかりと遊ぶ」
10月7日(金)～10月12日(水)

無料

富士フイルムフォトサロン札幌
中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1F

011-241-7170

10:00～19:00（最終日は17:00まで）

第23回 札幌カリグラフィー作品展
10月11日(火)～10月16日(日)　 

無料

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

080-6091-3761

10:00～18:00

CMCカメラクラブ&フォレスト08フォトクラブ合同写真展
10月14日(金)～10月19日(水)　

無料

富士フイルムフォトサロン札幌
中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1F

011-241-7170

13:30～15:15
10月15日(土)

無料　定員15名（要予約）対象 幼児～小学生(幼児は保護者同伴）

【集合場所】中島児童会館前
【集合場所住所】中央区中島公園1-1

011-512-6886

9:00～17:00

あんばい たかし写真展「森の精霊たち」
10月15日(土)～11月13日(日)

無料　

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

011-512-6886

予約
申込

あんばい たかしさん来館 ＜子ども向けワークショップ＞森の案内人と一緒に、森の精霊を探しに行こう！

北海道立道民活動センター　かでる2・7　レクリエーション研修室　
中央区北2条西7丁目

子ども演劇ワークショップ

3000円　4日間通し ※10月8日（顔合わせ）にお支払いください

予約
申込

札幌市教育文化会館　小ホール（中央区北1条西13丁目）

011-271-5822
【申込開始】9月10日(土)10：00～　【対象】小学４年生～中学３年生【定員】10名　10月8日(土)10:00～12:00 《顔合わせ》 
11月18日(金)17:00～20:00 ワークショップ１日目　11月19日(土)13:00～20:00 ワークショップ２日目　11月20日(日)13:00～20:00 ワークショップ３日目　

開演19:00　開場18:30

好吉改メ 三遊亭好一郎 真打昇進披露公演
10月4日(火)

全席指定 前売 3000円 当日 3500円 ※未就学児入場不可

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

045-309-1007

開演18:40　開場18:00

大札幌落語会2022「権太楼・喬太郎の巻」
10月4日(火)

全席自由 前売2600円　当日3000円　※未就学児入場不可

共済ホール
中央区北4条西1丁目1共済ビル6F

080-7000-6403

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 　

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
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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9月28日時点の情報を元に作成しております。

期間中のイベント内容･料金・会場等詳細はHPをご確認ください。

Todo es Amor 札幌タンゴ・フェスティバル2022　
10月7日(金)～10月10日(月・祝)

https://sites.google.com/view/sapporotangofestival/
豊平区平岸3条13丁目5-5 一番館ビル　他2か所
ダンスホール一番館　他2か所

fuhhay32946@gmail.com

リアル脱出ゲーム「ときどき監視員が見回りに来る部屋からの脱出」
2022年5月27日(金)～11月6日(日) 水曜日～日曜日、祝日開催

中央区南1条西4丁目13日之出ビル 8F料金・時間など詳しくはHPをご確認ください。

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

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

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

FPフォーラム2022＆知るぽると講演会inさっぽろ

【開催日】10月22日(土)　定員各150名（事前予約制、先着順）　無料
【募集期間】9月2日(金)～10月21日(金) ACU-A　大研修室1614

中央区北4条西5丁目アスティ45 16F　
予約
申込

講演会1：渋沢栄一の『論語と算盤』で未来を拓く 10:00～11:30  講演会2：資産1億円をつくった人の『思考・習慣・行動』を考える 12:00～13:30

0120-874-172

【開催日】10月8日(土)講演13:30　開場13:00

PLAZA FESTIVAL 2022 つくり手から学ぶ北海道のワイン
【申込受付】9月1日(木)10:00～ 札幌市図書・情報館1階 予約

申込
無料　定員先着50名(事前申込制)　イベント予約システム（https://www.library.city.sapporo.jp/event）、もしくは電話でお申し込みください。  

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

011-208-1113

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

北海道立道民活動センター 　かでる2・7　かでるホール

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3日(木・祝)～11月6日(日)10:00～19:00(初日は16:00から、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北海道新聞社1F）

北海道社会福祉フォーラム2022「共に生きる社会～ヤングケアラーを知っていますか～」

【開催日】10月22日(土)開演13:00　開場12:30
【募集期間】8月5日(金)～10月12日(水)

無料　※基調講演13：15～14:15 ※パネルディスカッション14:25～16:45 ※オンライン配信 12:45～

ウィステリアホール 予約
申込中央区南1条西14丁目291-81ウィステリア南1条ビルB1F

011-558-7061

10月16日(土)【舞台】13:00開演12:30開場 【展示】10:00～15:00

札幌市豊平区文化団体協議会 第6回芸術祭フェスティバル
10月15日(土)【お茶会】11:00～16:00 【舞台】13:00開演12:30開場 【展示】13:00～17:00

【舞台・展示】無料　【お茶会席】500円

札幌市豊平区民センター【舞台】2F大ホール 【展示】視聴覚室 【お茶会】和室すずらん
豊平区平岸6条10丁目1-1

011-852-3053

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) 予約

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 》 ：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）

開演19:00　開場18:30

第1545回札幌市民劇場 Rikka Reading Live vol.13 「Declamation 舞姫」
10月16日(日)

全席自由　前売 2500円　当日 3000円

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

090-6217-7067

開演14:00　開場13:30
10月16日(日)

2500円　※要予約（80名限定）

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

011-551-1282

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.78
10月9日(日)

前売 2500円　当日 3000円 ※できるだけご予約ください。

札幌エルプラザ4F　大研修室
北区北8条西3丁目28

011-511-6777

開演18:00　開場17:30

TOSHIKO SATO MEMORIAL BALLET CONCERT 2022 佐藤俊子没後12年　オリガ・サファイア没後40年 ～わすれられないおくりもの～
10月9日(日)

全席指定　1800円

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

080-6082-1095

[昼公演]開演14:00開場13:30 [夜公演]開演18:30開場18:00

金剛山歌劇団2022年アンサンブル公演「あの空に」
10月12日(水)

全席自由 前売4500円 当日5000円

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

011-219-2277

開演18:40　開場18:00

大札幌落語会2022「白酒・三三の巻」
10月12日(水)

全席自由 前売2600円 当日3000円　※未就学児入場不可

共済ホール
中央区北4条西1丁目1共済ビル6F

080-7000-6403

【舞台】10月16日(日)第1部 開演13:00開場 12:20 第2部 開演15:30開場14:50　

第6回 札幌市南区文化団体協議会 FESTIVAL
【展示】10月15日(土)10:00～17:00 10月16日(日)10:00～16:00

【展示】無料 【舞台】700円（ご希望の部のみのご観覧） 通し券1000円

札幌市南区民センター【展示】1Fロビー、第1・2会議室 【舞台】2Fホール
南区真駒内幸町2丁目2-1

011-582-8284

開演14:00　開場13:30

苗穂・本町らくご会　柳家三之助落語独演会　其の四
10月8日(土)

1000円

札幌市苗穂・本町地区センター
東区本町2条7丁目2-10

011-784-7833

予約
申込

渡辺淳一文学館ドラマティックライヴ 語りと読みの世界 琵琶語り「平家物語」と朗読「源氏物語」「今昔物語」

https://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/tokidoki_re.html?utm_source=off&utm_medium=off&utm_

リアル脱出ゲーム札幌店(旧アジトオブスクラップ札幌)
011-522-8777

木であそぼin桜山 第5弾

【開催日】10月23日(日) 10:00～12:00
【募集期間】9月25日(日)～10月16日(日)

1000円 　※クラフト不参加の方500円 　クラフト定員6名 070-8985-0961

桜山（真駒内保健保安林）【集合場所】真駒内駅構内定期券発売所隣
南区真駒内駅裏

セーラー万年筆フェア

10:00～19:00
9月13日(火)～10月6日(木)

無料　　 011-231-1131

大丸藤井セントラル2F　特設会場
中央区南1条西3丁目2

令和4年度札幌市豊平館 講座「豊平館と幌内鉄道庁舎の類似」

【開催日】10月14日(金)開演18:00 開場17:30
【受付開始】9月15日(木)～【受付時間】9:00～17:00

無料　要予約　定員60名（事前申込が必要 定員になり次第受付締切） 011-211-1951

豊平館　広間 
中央区中島公園1-20

予約
申込

【公開講座】「人工知能の過去・現在・未来」

【開催日】10月18日(火)18:30～20:00
【募集期間】9月26日(月)～10月7日(金)

受講料500円　※講座当日に受付にて徴収いたします。定員30名 011-385-4427

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

料金・時間など詳しくはHPをご確認ください。

リアル脱出ゲーム×はたらく細胞「変異ウイルスに侵された世界からの脱出」
9月30日(金)～10月23日(日) 金曜日～月曜日、祝日開催

中央区南1条西4丁目13日之出ビル 8F

＜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）

011-512-6886
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をご確認ください。https://koguyama.jp/kogumaza/kogumaza_info/23208/

10:00～12:00（ご家族で昼食をとられる場合は13時までご利用いただけます。）

田んぼのようちえん「いつんぼ」　いねかりしてみよう
10月4日(火)

親子参加で1組2000円（含保険代）お子さまおひとり増える毎に1000円追加　6組先着順

ふゆみずたんぼ
江別市西野幌

開演11:00　開場10:00

アフターコロナシンポジウム Vol.2　札幌から流れが変わる～大切なものを守るために
10月9日(日)

前売2500円 当日2800円 ※中学生以下無料 ※定員 620名  チケットはteketサイトで購入をお願いいたします。https://teket.jp/4472/15418 

共済ホール　
中央区北4条西1丁目1共済ビル6F

011-214-9674

予約
申込

070-8985-0961

【開催日】11月11日(金)開演18:00 開場17:30
【受付開始】10月12日(水)～【受付時間】9:00～17:00

無料　要予約　定員60名（事前申込が必要 定員になり次第受付締切）

豊平館　広間 
中央区中島公園1-20

011-211-1951

【交流会】10月30日(日）13:00～16:30　受付 12:30

カーリンコン体験セミナー&交流会 in 中央区
【体験セミナー】10月10日(月・祝)14:00～17:00　受付 13:30

無料　

札幌市中央区民センター2F　区民ホール
中央区南2条西10丁目

090-5950-4758

13:30～15:30　定員40名

新渡戸遠友館(仮称)建設支援 連続講座　第4回「途上国の自然災害と人々の暮らし―ベトナム・メコンデルタの事例から―」
10月11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

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

011-577-1441

18:30～20:00　

アンガーマネジメント講座
10月11日(火)

3300円　定員20人(先着順)　初心者編
中央区北5条西5丁目7sapporo55ビル 5F

011-252-5740

予約
申込

予約
申込

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

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)　

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

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)　

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

10月16日(日)10:00～16:00

SAPPOROふろしきデザインコンテスト 作品展示会
10月15日(土)10:00～20:00

無料

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

080-6078-2266

10:15～12:00　(受付10:00～10:15)

令和4年度 文化財講座 札幌市博物館活動センター『札幌の秘密はバックヤードにあり』
10月15日(土)

無料　定員 15名(先着順)　 対象 中学生以上
豊平区平岸5条15丁目1-6

011-271-4220

10:00～12:00　

森のようちえん「いつもり」
10月16日(日)

南区真駒内駅裏

予約
申込

予約
申込

【集合場所】札幌市博物館活動センター　図書コーナー

【集合場所】真駒内駅構内定期券発売所隣　10時集合
070-8985-0961

親子ペア1500円　お子様おひとり増える毎に1000円プラス（含保険代、材料代が別途かかる場合もあり）定員6家族☆生後6か月からご参加可

13:30～15:30

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　
10月16日(日)

300円 20名　実施日の4日前まで募集
南区真駒内公園3-1

090-1385-3385

【開催日】10月15日(土)開演13:30 開場13:15

変動する地球：日本海東縁変動帯 ー迫り来る巨大地震に備えるー
【申込期限】10月12日(水)　余裕があれば開催日前日まで

1000円 高校生500円　定員35名　電話かメール(office@hrcg.jp)でお申し込みください。  
中央区北2条西7丁目

https://realdgame.jp/hataraku_saibou/?utm_source=off&utm_medium=off&utm_campaign=sapporo_inf

リアル脱出ゲーム札幌店(旧アジトオブスクラップ札幌)
011-522-8777

令和4年度札幌市豊平館 講座【文化財建造物の指定・登録・改修事業　～北海道の最近の動向～】

予約
申込

予約
申込

080-5830-2016
北海道立道民活動センター　かでる2・7　1050会議室

北海道立真駒内公園（集合場所：地下鉄真駒内駅）


