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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
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 こども(4歳～中学生)400円　札幌市民おとな500円 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

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
【問合先住所】南区定山渓温泉東3丁目225-1

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

NoMaps2022　おそとワーク～道庁南で見つける新しい働き方～

11:00～18:00　キッチンカー出店時間 11:00～16:00
10月19日(水)～10月21日(金）

無料 011-232-3661

アーバンネット札幌ビル1F　屋外ピロティ
中央区北1条西6丁目1-2

NoMaps2022　札幌ランタンナイト～上を向いて歩こう～　Message Tree

6:00～24:00
10月17日(月)～11月16日(水）

無料 011-231-1317

さっぽろテレビ塔
中央区大通西1丁目

NoMaps2022　魔改造の夜～魔改造倶楽部”モンスターマシン”大集合～

9:30～18:00（土日祝は10:00～）最終入場は閉館の15分前まで
10月15日(土)～11月6日(日)

詳しくはHPをご確認ください。https://www.nhk.or.jp/hokkaido/articles/slug-neea37a8b9225

011-232-4001
NHK札幌放送局
中央区北1条西9丁目1-5

NoMaps2022　観光・ホテル・外食産業展　HOKKAIDO2022

9:30～16:00
10月19日(水)～10月20日(木）

来場するには来場事前登録をしてください。詳しくはHPをご確認ください。https://www.jma.or.jp/hafp/visit/attend_2022.html

03-3434-3453
アクセスサッポロ
白石区流通センター4丁目3-55

NoMaps2022　NoMaps　Meeeeeeeet!!

10月20日(木)KING XMHU（中央区南7条西4丁目424-10）
10月19日(水)21日(金）ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園　ルーフトップ特設会場（中央区大通西1丁目12）

前売5000円　当日6000円　2ドリンクチケット制（以降はキャッシュオン）・軽食付き　詳しくはHPをご確認ください。https://no-maps.jp/2022/tickets

NoMaps2022　NoMaps　Conference　2022　/　NoMaps　Touch　the　NEW　Square　/　NoMaps　Open　Lounge

タイムテーブル等詳しくはHPをご確認ください。
10月19日(水)～10月23日(日）

https://no-maps.jp/2022/ 011-812-2000

札幌市民交流プラザSCARTS
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

NoMaps2022　NoMaps　Offcial Meet-up　BAR

10：00～24：00
10月19日(水)～10月23日(日）

キャッシュオン制　詳しくはHPをご確認ください。https://no-maps.jp/otonaza2022/

011-206-1294
大人座
中央区南1条西1丁目3 板谷ビル8F

NoMaps2022　第7回　NoMaps　Dream　Pitch　2022

13：00～17:00
10月20日(木）

無料　オンライン視聴は無料の事前登録をお願いいたします。https://nomaps2022.peatix.com/
011-709-2311　内線2585

ONLINE

＜れきぶんモニターツアー2022＞ 和田哲さんと！さっぽろ文化財散歩

【開催日】10月30日(日)10:00～16:00
【申込締切】10月20日(木)　定員10名

【集合場所住所】中央区北1条西2丁目
予約
申込

5000円　申込方法等詳しくはHPをご確認ください。https://www.cb-tours.com/programs/xca003.html

011-232-3661
【集合・受付】札幌市役所前（※大通公園側）9:45 　　　

NoMaps2022　bitstar CROSS 2022　in EZO

開演15:30　開場15:00
10月21日(金）

3000円　定員100名　詳細・お申し込み方法はHPをご確認ください。https://bitstar.doorkeeper.jp/events/143704

011-241-0064
KING XMHU
中央区南7条西4丁目424-10

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

【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：月曜日

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

NoMaps2022　Startup　Weekend　Sapporo　Vol.8
10月21日(金)18:00～10月23日(日）22:00
一般 前払5000円 会場払6000円　定員30名　詳しくはHPをご確認ください。https://swsapporo.doorkeeper.jp/events/141911

es Village すすきの村（中央区南4条西4丁目16一番地　恵愛ビル8F ）

NoMaps2022　NoMaps　VR　Street

11:00～20:00(最終日は19：00）（VR ART FESは10：00～17:00）
10月22日(土)～10月23日(日)

無料 011-232-4001

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北2条広場
中央区北2条西4丁目

NoMaps2022　Web3×地方創生　in NoMaps2022

13:00～18:00
10月22日(土)

3000円　定員70名　詳しくはHPをご確認ください。https://web3sap.bspi.jp/

090-1707-4664
コワーキングEZOHUB
東区北8条東4丁目1-20サツドラホールディングス株式会社本社2F

NoMaps2022　NoMaps　キタミライ祭

11:00～20:00(最終日は19：00）
10月21日(金)～10月23日(日）

無料　詳しくはHPをご確認ください。https://no-maps.jp/kitamiraisai2022/

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北3条交差点広場
中央区北3条西3・4丁目

NoMaps2022　札幌ランタンナイト～上を向いて歩こう～　スカイランタン

17：30打ち上げ
10月22日(土)　※雨天時は10月23日(日)に順延

無料 011-231-1317

【会場】中島公園　自由広場 【受付】札幌パークホテル駐車場
中央区中島公園1

NoMaps2022　札幌国際短編映画祭　特別プログラム　酔っ払いプログラム

開演20:00　開場19:30
10月21日(金）

前売1000円　当日1500円（いずれもワンドリンク付き） 011-817-8924

ダルマホール
豊平区平岸2条4丁目5-15　平岸ハイヤー(株)

NoMaps2022　すすきのロングテーブルダイニング

11:30～21:00（ラストオーダー20:45） 21日は南4条エリアのみ17:00から
10月21日(金)～10月23日(日） 中央区南4条～6条　すすきの駅前通エリア

入場無料　 アルコール600円・ソフトドリンク300円　詳しくはHPをご確認ください。https://susukino-ltd.net/

011-206-1243

011-812-2000

＜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

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　

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　
出展料無料ギャラリー　出展者募集2023

【募集期間】7月12日（火）～12月31日（土） 予約
申込出展料・常設備品利用料は無料　※作品などを販売したい方は、売上金額の30％の販売手数料を頂戴しております。※作品募集ではなく、個展またはグループ展などの出展者募集

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）

◆応募方法　HPの応募フォームより、必要事項ご記入の上ご応募ください。https://fig.nakahara-denki.co.jp/1858-2/

NoMaps2022　第17回札幌国際短編映画祭

1800円　詳しくはHPをご確認ください。
オンライン10月21日(金)12:00～11月6日(日)23:59

https://sapporoshortfest.jp/blogs/festivalupdate/2022/06/satsugeki.html

011-817-8924

URL：https://swsapporo.doorkeeper.jp/contact/new?event_id=141911

011-812-2000
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予約
申込

9:00～16:00（最終日は15:00まで）

個展『OISHII』
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。
西区山の手2条11丁目5-2
Cafe Kauri

mimimin1121@gmail.com

【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：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　

011-644-6882

中央区北1条西17丁目
北海道立近代美術館　展示室B

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

札幌市営地下鉄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

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 3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A・B　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）

【開催日】10月17日(月)19:00～20:30
【募集開始】9月26日(月) 9:00～　　

011-211-2105
予約
申込

建築家上遠野徹と本郷新の宮の森のアトリエ
本郷新記念札幌彫刻美術館　本館

10:00～17:00（最終入場は16:30まで）
9月10日(土)～12月11日(日)　休館日：月曜日

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

中央区宮の森4条12丁目

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

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

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

札幌国際プラザMスクエア（中央区北1条西3丁目MNビル3F）
札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年記念 ドイツ金銀細工ギルド展 ～継承されるマイスターの技～　【関連イベント】セミナー　私がマイスターになるまで

無料　対象：10代～20代の青少年  定員：先着40名（会場20名　オンライン20名）（要事前申込）申込フォーム  https://plaza.kjpro.ne.jp/?id=123　

蝶を追いかけて

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）
10月8日(土)～12月4日(日)　休館日：毎週月曜日(11/7は開館）

一般510(420)円　高大生250(170)円　中学生以下･65歳以上無料 ※（）内は10名以上の団体料金 ※身体障害者など手帳をお持ちの方（ミライロID利用可）およびその介護者（1名）などは無料 

011-621-7000
北海道立三岸好太郎美術館　展示室1F（中央区北2条西15丁目）

「蝶を追いかけて」展、「#みまのめ」展の両方をご覧いただけます

mima-no-me #みまのめ〈VOL.8〉

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）
10月8日(土)～12月4日(日)　休館日：毎週月曜日(11/7は開館）

一般510(420)円　高大生250(170)円　中学生以下･65歳以上無料 ※（）内は10名以上の団体料金 ※身体障害者など手帳をお持ちの方（ミライロID利用可）およびその介護者（1名）などは無料 

011-621-7000
北海道立三岸好太郎美術館　展示室2F（中央区北2条西15丁目）

「蝶を追いかけて」展、「#みまのめ」展の両方をご覧いただけます

10:30～18:30（最終日は17:30まで、最終入場は終了の30分前）

第59回全道いけ花美術展
10月12日(水)～10月17日(月)　

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

【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

札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年記念 ドイツ金銀細工ギルド展 ～継承されるマイスターの技～

11:00～18:45（最終日は17:00まで）
10月15(土)～10月19日(水)

無料　　 011-211-2105

道新プラザDO-BOX
中央区大通西3丁目6

【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）

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

【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）

予約
申込

2022アートアートアート!

10:00～18:00（最終日は17：00まで）
10月18日(火)～10月28日(金)　休館日：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

光と土 益田良一 小鹿野雅允 二人展

10:00～18:00（最終日は16:00まで）
10月18日(火)～10月23日(日)　

無料 011-683-5523

ギャラリー大通美術館
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

第5回 nor-hay展

10:00～20:00（最終日は18:00まで） 
10月19日(水)～10月23日(日)

無料　　関連イベント【音楽の夕べ】10/23（日）15:20～17:50 090-2873-2250

札幌市民ギャラリー2F　展示ホール1・2
中央区南2条東6丁目

久元祐子 ピアノリサイタル in ELM

開演14:00　開場13:40
10月22日(土)

一般 3500円 学生 2000円 PTNA道央胆振支部会員・ELM会員 3000円  配信申込はHPをご確認ください。https://www.elm-t.co.jp/

011-350-1111
エルムホール（エルム楽器札幌本店内）
手稲区西宮の沢3条2丁目1-8

青葉マンドリン室内楽団 秋のコンサート 2022

開演15:00　開場14:30
10月22日(土)

1500円 ※完全予約制 090-6215-0685

レッドベリースタジオ
西区八軒2条西1丁目1-26

予約
申込

【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

にっぽんを元気に！穴澤雄介トーク＆ライブ in 札幌

開演18:00　開場17:40
10月18日(火)

2500円(ワンドリンク付き) ※電話もしくはご予約フォームからお申し込みください。https://mp-harmony.net/reservation/

011-251-6311
ミュージックパブ　は～もに～
中央区南4条西3丁目ニュー北星ビル7F

第14回 日台友好合唱会 ～フレンドリーコンサート～

開演18:30　開場18:00
10月21日(金)

全席自由　1000円 ※3歳以上入場可（無料） 070-5593-6762

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

「祈りを込めて音を編む」佐々木美佳子ヴァイオリンリサイタル

開演14:00　開場13:30
10月22日(土)

全席自由　一般 2000円　学生500円 011-665-0675

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

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

ふゆのあしおと

10:30～19:30（最終日は18:00まで）
10月26日(水)～11月1日(火)

無料 candle@s2.dion.ne.jp
中央区南1条西2丁目11
丸井今井札幌本店一条館7F　北海道クリエーターズ

第30回 V 展「塚崎聖子教室展」

10:00～18:00(最終日は17:00まで）
10月25日(火)～10月30日(日）

無料 011-866-3318
中央区南1条西3丁目2
大丸藤井セントラル7F　スカイホール　トップライトギャラリー

原体験13

9:00～17:00（初日は13:00から)
10月30日(日)～11月5日(土)

無料 011-303-0615

札幌市厚別区民センター1F　ロビー
厚別区厚別中央1条5丁目3-14

洋画という名の美から美へ
10月27日(木)～12月18日(日)　休館日：月曜・火曜・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※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

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

銀粘土展solo

10:00～18:00（最終日は16:00まで）
10月25日(火)～10月30日(日）

無料 silverdicha@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

映画『LOVE HEALS』上映会 with 体験ワークショップ

【プログラム】上映会13:30  受付13:15 【ワークショップ】15:00～16:00
10月23日(日) 札幌市民交流プラザ　控室402

2000円 事前申込割引10月16日まで1800円 ※ご参加いただいた方にはもれなく無料体験など特典クーポン付き  ＜申込方法＞ 電話・メール・Facebookメッセンジャーで事前にご連絡ください

090-1648-2732

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

NEVER MIND THE BOOKS 2022

11:00～18:00
10月23日(日)

無料 office@nevermindthebooks.com

さっぽろテレビ塔2F
中央区大通西1丁目

中央区支部「咲む」上映会

開演10:25　開場10:00
10月23日(日)

高校生以上 1200円　中学生以下 500円　未就学児 無料 011-563-1875

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

【特別展】国宝・法隆寺展  見どころ解説

開演14:00　開場13:30
10月23日(日)

無料　定員100名　講師：北海道立近代美術館学芸員 011-644-6882

北海道立近代美術館　講堂
中央区北1条西17丁目

気球・鳥のモビールの飾りの作成講習会

13:30～15:30
10月22日(土)

500円（会場費・材料費用）　定員20名程度（定員になり次第締め切ります） 持ち物 ハサミと作品お持ち帰り用袋
中央区大通西19丁目1-1

北海道陶芸展50周年・北海道シニア陶芸展40周年記念事業「北海道陶芸の変遷vol.2-現代陶芸の今-」

9:45～17:00（最終入館は16:30まで）
10月22日(土)～11月6日(日)

一般600（480）円 大学生以下無料（学生証提示） ※65歳以上の方は当日料金が480（390）円となります。年齢のわかるものをご提示ください。※( )内は20名以上の団体料金 

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）
※障がい者手帳をお持ちの方は、ご提示いただくとご本人と付き添いの方1名が無料になります。

北海道陶芸展50周年・北海道シニア陶芸展40周年記念事業「北海道陶芸の変遷vol.2-現代陶芸の今-」ギャラリーツアー

10:30～（60分程度）
10月22日(土)

無料（当日有効の観覧券が必要） 011-611-1805

札幌芸術の森美術館　展示室内
南区芸術の森2丁目75

13:00～（120分程度）
10月22日(土)・11月5日(土) 札幌芸術の森クラフト工房 大制作室

①11:00　②11:30　③13:00　④13:30
10月23日(日)・10月29日(土)

011-611-1805

090-4874-8303

011-611-1805

札幌市社会福祉総合センター3F　第3会議室

南区芸術の森2丁目75

北海道陶芸展50周年・北海道シニア陶芸展40周年記念事業「北海道陶芸の変遷vol.2-現代陶芸の今-」ワークショップ

011-611-1805
2000円(北海道陶芸協会会員は1500円)　定員 各回30名(予約優先)　電話またはHP（https://hokkaidotougei.com)から事前申し込みを受付しております。
北海道陶芸展50周年・北海道シニア陶芸展40周年記念事業「北海道陶芸の変遷vol.2-現代陶芸の今-」呈茶席

500円（当日有効の観覧券が必要）定員 各回10名(予約優先)　電話またはHP（https://hokkaidotougei.com)から事前申し込みを受付しております。

札幌芸術の森美術館　展示室（南区芸術の森2丁目75）

秋の風色6人展

11:00～18:00（初日は13:00から 最終日は17:00まで）
10月19日(水)～10月24日(月)　

無料 011-861-0253

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

ジョジョの奇妙な冒険　アニメ10周年記念展
10月19日(水)、22日(土)、23日(日)、29日(土)、30日(日)、11月3日(木・祝)、5日(土)、6日(日)

https://jojoanime10th-ex.com/ticket_sapporo.html

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、障がい者手帳・障がい者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

　
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)

0134-33-1717
北一ヴェネツィア美術館（小樽市堺町5-27）
※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

「みのむしをつくろう」

11:00～18:00　（開催時間内の1時間）
10月30日(日)　

2000円 　事前予約制 050-3177-2344

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

011-643-5051

011-643-5051

予約
申込

予約
申込大丸札幌店7F　ホール(中央区北5条西4丁目7)開催時間・料金等詳しくはHPをご確認ください。

011-828-1111
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りかちゃんずブラス 第3回ブラスコンサート

開演16:00　開場15:30
10月22日(土)

無料 080-8297-2772

札幌市北区民センター　区民ホール
北区北25条西6丁目1-1

第22回音楽発表祭

第1部開演11:00 第2部開演13:00 第3部開演15:00 第4部開演17:00
10月23日(日)

無料 siminfo@s4.dion.ne.jp

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

北海道博物館第3回蔵出し展 「久保寺逸彦文庫―アイヌ文学研究者による調査と資料をとおして、時代をさぐる―」

9:30～16:30（最終入場は16:00まで）
10月29日(土)～2023年1月15日(日)　休館日：毎週月曜日（1/9（月・祝)は開館） 12/15(木)、16(金)、12/29(木)～1/3(火)、1月10日(火)

無料　※総合展示をご覧になる場合は別途料金がかかります 011-898-0466
北海道博物館2F　特別展示室（厚別区厚別町小野幌53-2）

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

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）

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

「はな 花 華」のススメⅤ ー撮って 染めて 作ってー 横尾千和子

10:00～17:00（初日は14:00から、 最終日は16:00まで）
10月17日(月)～10月23日(日）

無料　 011-233-1029

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

11:00～19:00
10月15日(土)～11月19日(土)　定休日：日曜・月曜日

無料 mdsaw@gray.plala.or.jp

salon cojica
北区北23条西8丁目3-33coneco bldg.1F

HOKKAIDO PHOTO FESTA2022　HPF selection-2 ephemereality　企画展 近藤マリアルイーザ明子  salon cojica

若林浩樹写真教室 作品展2022

10:00～18:00
10月26日(水)～10月30日(日)

無料 090-8425-6002

札幌市教育文化会館4F　ギャラリー
中央区北1条西13丁目

特別展「歿後10年 吉本隆明　廃墟からの出立」

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　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

10月29日(土)～2023年1月9日(月・祝)　休館日：月曜日(11/7(月) 1/9(月)をのぞく)、2022年12月29日(木) ～2023年1月3日(火)
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

大人が楽しむおはなし会 ～古今東西の女たち

無料　申込はメール（ sapporo.ohanashinokai@gmail.com）または、ハガキ　定員 先着30名(定員になり次第受付終了します)
【開催日】11月23日(水・祝)10:30～11:30
【募集期間】10月15日(土)～10月30日(日) 消印有効

090-5223-8981
札幌市資料館2F　研修室　
中央区大通西13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

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

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ほか
中央区北2条西7丁目

【開催日】11月12日(土)14:00～15:30（開場13:30）
【受付開始】10月19日(水)～　事前電話申込

無料　定員100名 011-512-7355

札幌市中央図書館3F　講堂
中央区南22条西13丁目1-1

予約
申込

令和4年度 札幌市民芸術祭　第73回 市民美術・書道展

10:00～17:00（最終日は16:00まで）
10月19日(水)～10月23日(日)

無料 011-271-5822

札幌市民ギャラリー
中央区南2条東6丁目

HOKKAIDO PHOTO FESTA2022　HPF selection 写真でつなぐ

10:00～17:00
10月24日(月)～10月30日(日）

無料 mdsaw@gray.plala.or.jp

モエレ沼公園　ガラスのピラミッド　スペース2
東区モエレ沼公園1-1

宇田川哲夫写真展「ネパールヒマラヤの高峰と山の子供たち」

10:00～18:00
10月21日(金)～11月2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

令和4年度 札幌市民芸術祭 第19回 市民写真展 作品募集
10月25日(火)～11月30日(水)必着

【応募料】 作品の返却を希望しない場合 1000円　作品の返却を希望される場合 1500円　詳しくはHPをご確認下さい。https://www.kyobun.org/fes_event.php?gid=5

011-271-5822
【応募先】　札幌市民芸術祭実行委員会「市民写真展」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

写真クラブ「Be PHaT!!」第17回 作品展 夢PHOTO　2022

10:00～18:00（最終日は17:00まで）
10月19日(水)～10月23日(日）

無料　 080-1883-0819

札幌市民ギャラリー1F　第3展示室
中央区南2条東6丁目

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」「札幌駅前通と周辺のマチナカ文化」

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

特別展　金子みすゞの世界　学芸員による見どころ解説

【開催日】10月19日(水)11:00～11:30
【受付開始】10月5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 011-511-7655

北海道立文学館　講堂
中央区中島公園1-4

HOKKAIDO PHOTO FESTA2022　HPF selection-2 ephemereality　企画展 近藤マリアルイーザ明子　KINBI　nicojica

10:00～17:00(L.O.16:30）
10月4日(火)～11月6日(日)　定休日：月曜日

無料 mdsaw@gray.plala.or.jp

KINBI nicojica
中央区北1条西17丁目北海道立近代美術館2F

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

【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

予約
申込

Bigband Festival 2022 in Sapporo

開演16:30　開場16:00
10月22日(土)

自由席 一般 2000円　高校生以下 1000円 011-709-4211

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

札幌市民ギャラリー オータムコンサート

開演14:00　開場13:30
10月22日(土)

無料 011-271-5471

札幌市民ギャラリー第1展示室(札幌市民芸術祭 市民美術・書道展会場内)
中央区南2条東6丁目

札幌交響楽団 第648回 定期演奏会

10月23日(日)開演13:00 開場12:20
10月22日(土)開演17:00 開場16:20

SS 7000円 S 6000円 A 5000円 B 4500円 C 3500円 U25（B･C）1500円（1997年以降生まれの方が対象です) ※未就学児の入場はご遠慮いただいております。

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

Soleil Blanc　ソレイユ・ブラン

10月30日(日)開演15:00 開場14:30　ザ・ルーテルホール（中央区大通西6丁目3-1）
10月22日(土)開演15:00 開場14:30　小樽市民センター　マリンホール（小樽市色内2丁目13-5）

全席自由2000円 011-211-1463

北海道教育大学岩見沢校 トロンボーン専攻生による　トロンボーンアンサンブル5thコンサート

開演19:00　開場18:30
10月23日(日)

全席自由　大人 800円　学生以下 500円 080-3263-0679

札幌市教育文化会館　小ホール
中央区北1条西13丁目

【小出斉 ＆ 石川二三夫 北海道ブルースライブツアー 2022】

開演20:00　開場19:30
10月29日(土) STORMY MONDAY

中央区南6条西3丁目6-27 おおたビル5F
事前予約 3500円 当日 4000円(要ドリンクオーダー)  ※限定 予約･先着25名様

011-512-0005

ジョイントコンサート　女流作曲家のしらべ

開演13:00　開場12:30
10月29日(土)

一般 2000円  学生 1000円 011-640-6673

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

三瓶佳紀と門下生によるクラリネットアンサンブル演奏会 Mi・Kamerata vol.7

開演18:30　開場18:00
10月29日(土)

一般 1000円　学生 500円 090-6449-7404

札幌市教育文化会館　小ホール
中央区北1条西13丁目

オータムジャズライブきむらあつこカルテットwith武井努atパーククラブ

予約3500円　当日4000円　 
10月30日(日) 開演14:00　開場13:30 札幌パークホテルB1F　パーククラブ

中央区南10条西3丁目

札幌ユース吹奏楽団 第44回 定期演奏会

開演15:30　開場14:30
10月30日(日)

全席自由 1000円 ※未就学児入場可(無料) info@s-youth.main.jp

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

ご予約・お問い合わせ　札幌パークホテル・パーククラブまたは、ホテル代表電話あるいは 木村Tel.090-1300-7445

011-511-3131

札幌コンサートホール開館25周年＜Kitaraワールドソリストシリーズ＞サー・アンドラーシュ・シフ ピアノリサイタル

全席指定　S 7000円 A 5500円 B 4000円 U25（A･B）2000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
10月29日(土) 開演15:00　開場14:15 札幌コンサートホールKitara　大ホール（中央区中島公園1-15）

カンマーフィルハーモニー札幌 アンサンブルの夕べ

開演18:30　開場18:00
10月29日(土)

全席自由 一般 3000円 U25 1000円（1997年以降生まれ対象） 090-6442-4053

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

▼KitaraClub会員特別料金▼ S 6000円 A 4500円 B 3000円 011-520-2000

カンティガ祭 vol.Ⅱ～ドラゴンの毒に侵された巡礼者の話～

開演15:00　開場14:30
10月29日(土)

金額自由ドネーション（投げ銭）制（50席）お子様連れ歓迎、出入り自由、故意の演奏妨害以外の演奏中の雑音を許容します。   予約 sapporo.mmc@gmail.com　

080-3395-7020
札幌豊平教会　礼拝堂
豊平区豊平6条3丁目5-15

ポーランドからの秋の調べ

開演14:00　開場13:30
10月30日(日) 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
050-5899-5300500円

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付のみです。

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　※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

【開催日】11月9日(水)18:00～18:40
【申込締切】10月25日(火)当日消印有効

無料　100様ご招待　全席指定　 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

Viva!! Ocarina北海道の仲間たちによる演奏Vol.7

開演12:30　開場12:00
10月29日(土)

全席自由　2000円 090-7051-9385

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

田中 光俊ギターリサイタル

開演19:00　開場18:30
10月25日(火)

一般 2500円　学生 1000円　ペア 4000円 011-664-4953

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

ソプラノとピアノによる晩秋のタベ ～北海道の四季がつむぐ、言葉と音～

開演18:30　開場18:00
10月28日(金)

全席自由 一般 2500円　学生 1000円  ※10歳以下のお子さまは入場不可となっております。予めご了承ください。

050-3637-5163
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

予約
申込

道銀文化財団 ARTIST BANK 2022 北海道銀行本店ロビーコンサート　針生美智子ソプラノコンサート
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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10月12日時点の情報を元に作成しております。

野外美術館謎解きイベント　月夜の空想ミュージアム～森の番人からの手紙～
7月22日(金)～11月3日(木・祝)

＜Easy＞300円 ＜Normal＞500円 ＜Hard＞500円 011-592-5111

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）

就活MEETING　大学・専門学校生等就職面接会
【受付期間】10月1日(土)～10月30日(日)

無料　詳しくはHPをご覧ください。https://sp-meeting.com/ 011-218-7761

予約
申込

【公開講座】「集まれ小学生！！ピカッとプログラミング講座」
【募集期間】10月24日(月)～11月4日(金)

無料　※対象：小学5・6年生　【全1回】 ※要予約　定員15名(定員になり次第締め切ります)

予約
申込

シンポジウム 「札幌都市圏での大雪災害による 道路交通への影響と将来に向けて」

【開催日】11月2日(水)開演14:00　開場13:30
【申込締切】10月26日(水)

無料　定員120名 logi_sympo@jwa.or.jp

予約
申込

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
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

消費者トラブル110番

【開催日】10月22日(土) 10:00～15:00
【募集期間】9月29日(土)～10月21日(金)

無料　面談 要予約 011-221-0110

北海道立消費生活センター
中央区北3条西7丁目北海道庁別館西棟2F

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」

料金・時間など詳しくはHPをご確認ください。
9月30日(金)～10月23日(日) 金曜日～月曜日、祝日開催

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

011-522-8777
リアル脱出ゲーム札幌店(旧アジトオブスクラップ札幌)
中央区南1条西4丁目13日之出ビル 8F

まちの活動スタートアップ講座

【開催日】10月30日(日)開演13:30　開場13:10
【募集期間】10月1日(土)～10月27日(木)

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

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】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） 011-211-1951

豊平館 広間 
中央区中島公園1-20

予約
申込

kuraché（クラシェ）2022.10「秋まんぷく」

10:30～18:30
10月19日(水)～10月25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
中央区北1条西3丁目

魔女達によるハロウィンパワーアップＭＡＸ瞑想会™

開演19:00　開場18:30
10月21日(金)

2000円 dreambig55epuibe@gmail.com

豊平館　下の広間
中央区中島公園1-20

2023年度 道銀芸術文化助成事業 募集

無料　詳しくはHPをご確認ください。
10月25日(火)～12月25日(日）当日消印有効(持参・郵送)

https://dogin-bunkazaidan.org/grant.html#grant_info 011-233-1029

【応募・お問合せ先】公益財団法人 道銀文化財団 
【応募・お問合せ先住所】中央区大通西4丁目 道銀ビル別館8F

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン「追憶のハロウィンからの脱出」

料金・時間など詳しくはHPをご確認ください。
10月28日(金)～11月27日(日)

https://realdgame.jp/conan2022/hokkaido.html 011-522-8777

リアル脱出ゲーム札幌店(旧アジトオブスクラップ札幌)
中央区南1条西4丁目13日之出ビル 8F

カーリンコン体験セミナー&交流会 in 中央区

13:00～16:30　受付 12:30　
交流会 10月30日(日）

無料　 090-5950-4758 

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

予約
申込

＜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
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/

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～】

【開催日】10月30日(日)午前の部10：00～12：30 受付開始9：30～　午後の部14：00～16：30 受付開始13：30～
ホテルロイトン札幌3F　ロイトンホール（中央区北1条西11丁目）

【開催日】11月19日(土)13:00～16:00

 011-385-4427
北海道情報大学1号館 204教室
江別市西野幌59-2

中央区北4条西6丁目

9:45～17:00（最終入館は16:30まで）  所要時間 ＜Easy＞30分～1時間 ＜Normal＞1時間～1時間30分 ＜Hard＞1時間～2時間
札幌芸術の森　野外美術館（南区芸術の森2丁目75）

zisin@tokyo.email.ne.jp

ホテルポールスター札幌2F　ポールスターホール

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

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」

料金・時間など詳しくはHPをご確認ください。
2022年5月27日(金)～11月6日(日) 水曜日～日曜日、祝日開催

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

011-522-8777
リアル脱出ゲーム札幌店(旧アジトオブスクラップ札幌)
中央区南1条西4丁目13日之出ビル 8F

予約
申込

無料　①会場で参加(定員30名)の方は13:10から ②オンラインで参加(定員20名)の方には、申込後に詳細の参加方法をお知らせします。

011-251-7573

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

第103回 「ろうどくの小径」

開演13:00　開場12:30
10月23日(日)

無料　入場者50名まで 011-562-8205

札幌市中央図書館3F　講堂
中央区南22条西13丁目1-1

第22回 北海道ゆかりの文学を読む

午前の部11:00～13:00　午後の部14:00～16:00  ※午前・午後とも同プログラム
10月23日(日)

無料　定員50名(要予約) 011-614-2376

札幌市資料館2F　研修室
中央区大通西13丁目

北海道ダンスプロジェクト公演「HDP DANCE PREMIUM 2022」

開演17:00　開場16:00
10月23日(日)

前売・当日共　全席自由 3000円 011-221-8055

カナモトホール(札幌市民ホール)
中央区北1条西1丁目

ハロウィーンコスチュームパーティ

13:30～16:00
10月23日(日)

無料 tondeke@bz01.plala.or.jp

市民活動プラザ星園2F　大会議室　
中央区南8条西2丁目5-74

朗読会 はまなす Vol.13

開演13:00　開場12:30
10月24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。

札幌市民交流プラザ2F　SCARTSスタジオ 予約
申込

予約
申込

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
10月27日(木)

無料 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

011-582-4134

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

ウクライナ募金～朗読とハープ

◆録画配信◆YouTube限定公開10月28日(金)～11月27日(日)
10月27日(木)19:00～20:30（開場18：30）

募金チケット1000円 ＜会場・対面の場合＞中学生以上1000円　※大人1名につき小学生以下1名は無料　※定員150名

090-8707-2688
時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

吉松派若柳流旭甫会設立50周年記念 文化継承邦舞踊公演 未来への懸け橋「継往開来」

10月29日(土)【開演】11:00【開場】10:30　　
10月28日(金)【開演】17:00【開場】16:30

【2日間通券】3500円（一部指定席有） 080-4164-6776

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

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）

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
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)

011-271-5822

Kuu Presents 札幌コレクション 2022 AUTUMN/WINTER

開演14:00　開場12:30
10月29日(土)

S指定席7500円 A指定席6000円  ※一般販売期間　9月3日(土)～10月19日(水)23:00

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

札幌ワラバトル

11月27日(日)開演19:00　開場18:30
10月29日(土)開演19:00　開場18:30

一般 2000円ドリンク付 　学生 1500円ドリンク付(学生証提示) 　小学生以下 500円ドリンク付

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

シマフクロウのかみさまがうたったはなし

開演15:00　開場14:30
10月30日(日)

一般：1000円 子ども：500円　※未就学児無料 090-6447-4819

札幌豊平教会　礼拝堂
豊平区豊平6条3丁目5-15

あの素晴らしい舞をもう一度 昭和レディ・涙のリクエスト

壱ノ回 開演11:00　弐ノ回 開演14:00　参ノ回 開演17:00 (開場は各々30分前）
10月30日(日)

全席自由 前売 3000円　当日 3500円　学生 1500円(学生証提示) 小学生以下 無料 090-2077-8327

生活支援型文化施設　コンカリーニョ
西区八軒1条西1丁目2-10ザ・タワープレイス1F

【子供たちの伝統文化の体験事業】ザ・キッザニワ(庭)で日本の伝統文化体験!!
10月22日(土) 11月19日(土)

無料・定員になり次第終了 03-6273-9678

 札幌市電車両内（札幌市内） 予約
申込①11:00(電車事業所)～11:33(すすきの) 　②11:50(すすきの)～12:19(電車事業所) 　③14:00(電車事業所)～14:33(すすきの) 　④14:50(すすきの)～15:19(電車事業所)

スターダンサーズ・バレエ団　バレエ「ドラゴンクエスト」

開演14:00　開場13:15
10月22日(土)

全席指定　SS席10000円（子ども7000円） S席9000円（子ども6000円） A席6000円（子ども4000円） 学生券2500円  ※子どもは４歳～中学生対象。４歳未満のお子さまはご入場いただけません。 ※学生券は25歳までの学生対象（当日要学生証） 

03-3401-2293
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

もえぎ色第17回公演「ユメノサーカス'22」

10月23日(日)12:00・15:00 （開場は各開演の30分前）
10月22日(土)15:00・18:00（開場は各開演の30分前）

前売 一般3000円 学生2000円　当日 一般3500円 学生2500円 未就学児童無料(要予約)

生活支援型文化施設　コンカリーニョ
西区八軒1条西1丁目2-10ザ・タワープレイス1Ｆ

080-5583-0560

劇団た組『ドードーが落下する』

14:00開演 13:30開場 ※チケット販売 10月6日 (木)10:00より発売開始
10月22日(土)追加公演決定

全席指定 前売 一般 3500円 U25 2000円  当日 一般 4000円 U25 2500円

011-272-0501
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

18年目のALIVE　I Need You To Survive　愛の力

開演18:45　開場18:00
10月17日(月)

一般前売 3500円　当日 4000円 011-511-9044

Zepp Sapporo
中央区南9条西4丁目4

開演14:00　開場13:30
10月18日(火)

無料・定員80名・予約制 011-551-1282

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

予約
申込

同人演劇団「想演」第九回本公演 演奏曲 第九楽章～未演～「しゅうまつがやってくる！」

10月23日(日)①開演13:00　開場12:30②開演18:00　開場17:30
10月21日(金)開演19:00　開場18:30　10月22日(土)①開演14:00　開場13:30②開演19:00　開場18:30　　

前売2000円 当日2300円 小学生以下 無料  ※チケットの予約は劇団公式 TwitterのDM、劇団公式HPメールフォーム、直接劇団員（または参加者）にお問い合わせください

090-8272-5351

演劇専用小劇場　BLOCH（中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F）

渡辺淳一文学館主催　朗読スクール ろうどく紀行 第十五期　朗読会 渡辺淳一　冬の花火

予約
申込

info@sapporo-collection.jp

道特会館5F　A会議室（中央区北2条西2丁目26 仲通東向き）
【申込先】machi@community-design.jpにお名前・メール・電話番号・住所・参加方法①または②と記載


