
美
術
・
工
芸
・
映
像

美
術
・
工
芸
・
映
像

観
　
　
光

11.14 11.27 

１

vol.376

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。

※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11月9日時点の情報を元に作成しております。

第21回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo

11:00～21:00（飲食の注文は20:45まで）
11月22日(火)～12月25日(日)

無料　詳しくはHPをご確認ください。https://white-illumination.jp/munich/

011-281-6400
大通公園
中央区大通西2丁目

札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年記念 第42回さっぽろホワイトイルミネーション

【南一条通会場(中央区南1条西1丁目~3丁目)･札幌市北3条広場（アカプラ）会場(中央区北2条西4丁目及び北3条西4丁目)･札幌駅南口駅前広場会場(中央区北5条西3丁目)】11月22日(火)～2023年3月14日(火)
【大通会場(中央区大通西1丁目~西5丁目)】11月22日(火)～12月25日(日)

無料　詳しくはHPをご確認ください。http://white-illumination.jp/

011-281-6400
【駅前通会場(中央区北4条～南4条、札幌駅前通中央分離帯)】11月22日(火)～2023年2月11日(土)

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】一般社団法人　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 【実施日】12月10日(土)・11日(日)・17日(土)・18日(日)　10:00-16:30

《特別講習会》手紡ぎと手織りの4日間
【募集期間】11月1日(火)～11月20日(日)17:00必着

30000円(インナークッション、仕立て料金、送料込み)　定員9名　申込受付はネット予約（https://coubic.com/sapporoartparkcraft/432661#pageContent）・往復はがき

札幌芸術の森 工芸館 織工房・染工房
011-592-4122

南区芸術の森2丁目75

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

SAPPORO FACTORY CHRISTMAS 2022 ずっとつづく、クリスマス物語。

16:00～22:00
11月3日(木・祝)～12月25日(日)

無料 011-207-5000

サッポロファクトリー　アトリウムほか
中央区北2条東4丁目

＜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】12月10日（土）18:30～20:00
【募集期間】7月15日（金）～12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

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、販売手数料（売上金額の30％）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/

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

　
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

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

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

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

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）
「#みまのめ」展もご覧いただけます

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

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」展もご覧いただけます

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）

松浦 進 個展

11:00～19:00（最終日は17:00まで）
11月2日(水)～11月30日(水)　休館日：土曜・日曜・祝日

無料 011-261-3311

グランビスタギャラリー サッポロ
中央区北1条西4丁目札幌グランドホテル1Fロビー

北都館 絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」☆シルクスクリーンの美しさ☆

【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
11月2日(水)～11月14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）

北海道の福祉とアートVol.10　はじめの一歩。展 ～Hana～

10:00～18:00（最終日は16:30まで）
11月2日(水)～11月25日(金)　休館日：土曜・日曜・祝日

無料 011-261-6511

NAKAHARA DENKI Free Information Gallery
中央区北2条西2丁目29-1札幌ウイングビル1F

おさんぽ虫クロニクル

11:00～17:00（最終日は16:00まで）
11月10日(木)～11月15日(火)

無料 011-531-0018

GALLERY kamokamo
南区真駒内幸町1丁目1-15

ー 青を飼う ー 加藤 奈月 個展　

【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
11月9日(水)～11月14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）

第9回森の織座展 ～ぬくもりを紡いで～

10:00～18:00（最終日は17:00まで）
11月10日(木)～11月15日(火)

無料 011-221-2111

道新ぎゃらりー　A室
中央区大通西3丁目6道新ビル大通館7F

TOKYO 卍 REVENGERS EXHIBITION RETURN

平日 13:00～19:30 土日祝 10:00～19:30 （最終入場は18:30まで）※最終日は18:00閉場、最終入場は17:00
11月3日(木・祝)～11月27日(日)

チケット等詳しくはHPをご確認ください。https://revengers-exhibition.com/ticket/

011-232-1373
サッポロファクトリー3条館3F　特設会場（中央区北2条東4丁目）

山本美次 MONOCHROME＋　

11:00～18:00（最終日は17:00まで）
11月5日(土)～11月20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

さっぽろ アートステージ 2022 ART STREET　出張Think School

9：00～21：00（最終日は17:00まで）
11月6日(日)～11月23日(水・祝)

無料　詳細はHPをご覧ください。 https://note.com/think_henshubu/

011-281-7117

中央区北1条西3丁目ほか

さっぽろ アートステージ 2022 ART STREET　ボーダレスアート作品展

チ・カ・ホの通行可能時間内5:45～24:30
11月6日(日)～11月23日(水・祝)

無料　 011-281-7117
中央区北3条西4丁目

さっぽろ アートステージ 2022 ART STREET　University Student ART Competition

チ・カ・ホの通行可能時間内5:45～24:30
11月6日(日)～11月23日(水・祝)

無料 011-281-7117

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3丁目

さっぽろ アートステージ 2022 ART STREET　SCHOOL ART LIVE 作品展示

チ・カ・ホの通行可能時間内5:45～24:30
11月7日(月)～11月23日(水・祝)

無料　 011-281-7117

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）憩いの空間
中央区北3条西3・4丁目

さっぽろ アートステージ 2022 ART STREET　キッズアートフェス 作品展示

10:00-19:00（最終日は17：00迄）
11月7日(月)～11月23日(水・祝)　

無料　 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

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）ほか

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）憩いの空間(西)

【開催期間】11月29日(火)～12月1日(木)　

大人も子どもも参加OK！『ひとりでワークショップ』
【募集期間】11月10日(木)～11月27日(日)　各回先着4名

中央区南1条西3丁目2
予約
申込

入場は無料　ワークショップ参加1回300円(材料費込み)　時間･申込など詳しくはHPをご確認ください。https://artbeans-sapporo.com/form.html

大丸藤井セントラル７Fスカイホール　「さっぽろアートビーンズ10周年記念展」会場内
info@artbeans-sapporo.com

木工クラフト 2022 二橋愛次郎・勇田常夫 二人展＋

12:00～18:00 (初日は14:00から、最終日は17:00まで)
11月11日(金)～11月15日(火)

無料 011-207-7758

日本茶にちげつ　創星庵
中央区南2条東1丁目1-12フラーテ札幌3F
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①13:00～　②16:30～ 各回20分前受付開始

お寺シネマvol.4『ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ』
11月26日(土）

1600円　定員各回40名　※内平住職による映画法話付き　パスマーケット（https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01jc0kc79hk21.html）

覚王寺（北区麻生町5丁目2-12）
kinomado@gmail.com

11:00～18:00（最終日は17:00まで）

月月木堂 棚田裕美 作品展「にゃんことお花展」
11月23日(水・祝)～11月28日(月)

無料

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

011-232-3980

11:00～18:00（最終日は16:00まで）

米澤光恵 シャドウボックス展示会 LINK2
11月25日(金)～11月30日(水)

無料

space1-15
中央区南1条西15丁目1-319　

090-5224-1262

14:00～（約40分）

【特別展】砂澤ビッキ展　関連事業　学芸員によるギャラリー・ツアー
11月26日(土)

無料（要観覧券）定員10名　講師 北海道立近代美術館学芸員　※開始時間までに砂澤ビッキ展入口にお集まり下さい。

北海道立近代美術館　砂澤ビッキ展　展示室内
中央区北1条西17丁目　

011-644-6882

【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

清水若奈 個展　～目に映る風景～
11月23日(水・祝)～11月28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

第32回 春陽会道作家展 (絵画部)

10:00～18:00（最終日は17:00まで）
11月22日(火)～11月27日(日)

無料 090-6266-6784

大丸藤井セントラル7F　スカイホール（ノーザンギャラリー ／トップライトギャラリー）
中央区南1条西3丁目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

今谷孝 小品展 vol.2　～テラコッタ ～
11月16日(水)～11月21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）

011-643-5051

小谷良水彩画展・時を止めて13　―月の野幌原始林

9:00～19:00（初日は11:00～、 土曜は10:00～） 最終日は15:00まで
11月11日(金)～11月21日(月)　定休日：日曜日

無料 090-9520-5374

十字館
豊平区西岡3条9丁目5-7

蓼喰ふ虫も酒器好き 2022

10:00～18:00
11月12日(土)～11月27日(日)　休館日:毎週木曜・金曜日

無料 011-839-2277

悠遊舎ぎゃらりぃ SAPPORO
白石区本郷通11丁目北1-1サンフラワーズ本郷A 1F

－Simple風　展－　

11:00～18:00（最終日は17:00まで）
11月14日(月)～11月19日(土)

無料 090-3018-3672

みんなのいえ
北区北14条西3丁目1-23

Bloom Cross Stitch Collection 2022

10:00～16:00
11月15日(火)～11月20日(日)

無料 090-8709-8028

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

三宅悟展

10:00～18:00（最終日は17:00まで）
11月15日(火)～11月20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

AiDocka 第4回 創作人形展

10:00～19:00（18・19日は20:00まで、最終日は16:00まで）
11月15日(火)～11月20日(日)

無料 090-9526-9282

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

盛川榮司 日本画・淡彩画展

10:00～18:00
11月15日(火)～11月20日(日)

無料 art.eiji.cac@basil.ocn.ne.jp

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

谷掛幸恵個展「祝福」

20:00～25:00
11月15日(火)～11月30日(水)　定休日：毎週日曜・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。

BAR＆GALLERY　卍
中央区南5条西6丁目9-3ニュー桂和ビル8F

011-839-0461

『映画特選：東映アウトロー』上映会

開演12:15開場12:00
11月20日(日)『博奕打ち 総長賭博』11月27日(日)『県警対組織暴力』12月4日(日)『緋牡丹博徒 お竜参上』

当日 1作品1500円 2作品分回数券2500円(「県警対組織暴力」の回まで販売)※共に前売販売なし

090-8900-6699

サツゲキ（中央区南2条西5丁目6-1 狸小路5丁目内）

北都館 絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」☆絵の中の生き物たち☆

【水・木・金曜日】10:00～22:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで
11月16日(水)～11月30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）

猫集会 ーあつねこー 日本画三人展

10:00～18:00（最終日は17:00まで）
11月17日(木)～11月22日(火）

無料 011-782-9883

道新ぎゃらりー　A室　
中央区大通西3丁目6道新ビル大通館7F

BLEACH生誕20周年記念原画展「BLEACH EX.」

休日10:00～19:00　 平日11:00～18:00　（最終入場30分前）  初日のみ1時間ごとの日時指定で販売
11月19日(土)～11月27日(日)

大人1500円　中高生1200円　小学生1000円 グッズ付き前売券3100円

011-232-3337
サッポロファクトリーホール（中央区北2条東3丁目）

野田弘志 ― 真理のリアリズム

9:45～17:00（最終入館は16:30まで）
一般700(600)円 高校・大学生500(400)円 小・中学生300(200)円 ※( )内は前売、20名以上の団体料金 ※65歳以上の方600(団体500)円 ※小学生未満無料 ※障がい者手帳を提示いただくと本人と付き添い1名が無料。

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）

芸森アートマーケット2022

11:00～16:00
11月19日(土）

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

011-633-6388
札幌芸術の森美術館　アートホール (屋内開催)
南区芸術の森2丁目75

「みのむしをつくろう」

11:00～18:00（開催時間内の1時間）
11月20日(日)　 予約

申込
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

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

河口 真由美 個展　夢の通ひ路
11月22日(火)～11月27日(日)

無料

コンチネンタルギャラリー　A室
中央区南1条西11丁目コンチネンタルビル B1F

011-221-0488

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

『言葉の雨は心の中でいつも降っていた。(後編)』
11月22日(火)～11月27日(日)

無料

コンチネンタルギャラリー　B室
中央区南1条西11丁目コンチネンタルビル B1F

011-221-0488

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

2022 第4回 造形のフローラル展
11月22日(火)～11月27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

011-206-7338

10:30～18:00（最終日は16:00まで）

アトリエサンクと仲間たち
11月22日(火)～11月27日(日)

無料

ギャラリー大通美術館　A室
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

080-3298-5188

011-591-0090
11月19日(土)～2023年1月15日(日)　休館日：月曜日、12月29日～2023年1月3日、1月10日 (ただし1月9日は開館）

050-3177-2344

2000円 　事前予約制　詳しくはHPをご確認ください。https://www.atelier-marble.biz/book-online?category=990e0195-09f6-4492-9dd9-55bd1cfe4fb4

10:00～19:00（最終日は16:00まで）

第10回 伝統工芸北海道展
11月22日(火)～11月28日(月)

無料

三越ギャラリー(A・Bギャラリー)
中央区南1条西3丁目8札幌三越　本館9F　

080-5584-2251

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）

【特別展】砂澤ビッキ展
11月22日(火)～2023年1月22日(日)　休館日：月曜日(1月9日を除く)、12月29日(木)～2023年1月3日(火)、10日(火)

65歳以上の方・中学生以下（小学生以下は要保護者同伴）、身体障がい者等手帳お持ちの方（ミライロID利用可）及びその介護者(１名)など無料

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）
一般600(400)円 高大生300(200)円  ※( )内は前売、10名以上の団体料金、リピーター割引料金   

011-644-6882

開演18:30　開場18:00

Bouquet des Sons Concert ～柿山里奈とその門下生から贈る音の花束～ Vol.2
11月19日(土）

一般 3000円　学生 1500円

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

bouquetdessons@aol.com

14:00～15:45 開場13:50

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　グランプリ発表
11月27日(日）

無料

札幌市民交流プラザ1FスカーツモールA　2FスカーツモールB.C
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

080-5592-1174

11:00～18:00（最終日は17:00まで）

「なにを見ているの」 ゆうきこうじ 版画、木彫展
11月26日(土)～12月4日(日)　定休日：毎週火曜日

無料

GALLERY創
中央区南9条西6丁目1-36 U-ステージ

011-562-7762

【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18:30　開場18:00

JAPAN LIVE YELL project in HOKKAIDO 2022 ジャズ・シティ札幌の底力Ⅲ　「南と北」
11月14日(月)

全席自由 （前売・当日共）一般・学生 3000円　   　  

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

011-281-6680

開演14:00　開場13:30
11月15日(火) 八軒中央会館（西区八軒6条西2丁目1-11）

011-640-3330

開演19:00　開場18:30

ELENAミュージックコンサート IN 北海道
11月17日(木)

一般 2500円　学生 1500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

080-6019-1155

開演18:30　開場18:00

ザ・ルーテルホール第27回ミュージック・トゥモーロー
11月17日(木)

1000円

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

070-4452-5293

開演19:00　開場18:30

押切雄太ピアノリサイタル
11月18日(金）

全席自由　一般2000円　学生1500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

yuta0123@oshikiri-piano.com

12:00～12:40

さっぽろアートステージ2022 SAPPORO MUSIC SHOWCASE　みゆう
11月19日(土）

無料

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

011-281-7117

13:00～13:40

さっぽろアートステージ2022 SAPPORO MUSIC SHOWCASE　JUNCTION
11月19日(土）

無料

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

011-281-7117

さっぽろ アートステージ 2022　さっぽろスクール音楽祭　映像募集

無料
11月1日(火)～11月20日(日)

札幌市内 小･中・高校の合唱・器楽・吹奏楽の映を像募集します。詳しくはHPをご確認ください。http://s-artstage.com/2022/226/

info@s-artstage.com
【応募先】さっぽろアートステージ実行委員会事務局スクール音楽祭係
中央区南2条東3丁目（株)ノヴェロ内

予約
申込

2000円 ※焼き菓子付き ※要予約 ※チケット販売は、定員になり次第、締め切らせていただきますのでお早目にお申し込み下さい。

14:00～14:40

さっぽろアートステージ2022 SAPPORO MUSIC SHOWCASE　御飯
11月19日(土）

無料

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

011-281-7117

16:00～16:40

さっぽろアートステージ2022 SAPPORO MUSIC SHOWCASE　おちよ。
11月19日(土）

無料

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

011-281-7117

開演13:30　開場13:00

平和の祈り 札幌グロリアコール創立20周年記念クリスマスコンサート ～喜びと感謝を込めて～
11月19日(土）

全席自由　大人1500円　中学生以下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18:30　開場18:00

W&S Orchestra IDEA 第2回演奏会「アラビアン・ナイト」
11月19日(土）

1000円 ※小学生以上有料 ※未就学児入場可(無料)

カナモトホール（札幌市民ホール）
中央区北1条西1丁目

wind.orchestra.idea@gmail.com

15:00～15:40

さっぽろアートステージ2022 SAPPORO MUSIC SHOWCASE popllar
11月19日(土）

無料

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

011-281-7117

きのとやサロンコンサートvol.75～札幌大谷大学 音楽学科学生によるクラシックコンサート～

北海道最大のハンドメイドフェスティバル　サッポロ モノ ヴィレッジ

11月27日(日)10：00～16：00
11月26日(土)10：00～17：00 

当日 700円 前売 600円  ※小学生以下無料 011-232-3337

札幌ドーム
豊平区羊ケ丘1
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開演18:00　開場17:30

小樽商科大学室内管弦楽団　第50回定期演奏会
11月19日(土）

500円　 ※中学生以下無料

小樽市民会館
小樽市花園5丁目3-1

080-8292-7517

開演16:00　開場15:30

物語×音楽 ～歌い手と器楽による雅なる宴～
11月27日(日）

前売 一般 2500円 学生 1500円　当日 一般 3000円 学生 2000円

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

aal2022@outlook.jp

開演16:30　開場15:45

ライフタイムウインド オーケストラ創立10周年記念演奏会
11月27日(日）

無料 ※要入場整理券

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

090-2876-3709

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

開演15:00　開場14:20

いずみ混声合唱団第57回定期演奏会
11月23日(水・祝）

1000円

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

080-2334-8477

開演14:00　開場13:30

ウィステリアホール PREMIUM CLASSIC 19th ～ラフマニノフのピアニズム～
11月23日(水・祝）

全席指定席 一般 前売 2000円 U25 1000円　当日 2500円 U25 1500円  ※本公演は小学生以上が入場可能となります。

ウィステリアホール
中央区南1条西14丁目291-81ウィステリア南1条ビル地下1F

011-281-1001

開演18:00　開場17:00

HEAVENLY WIND GOSPEL LIVE 2022 札幌公演 ゴスペルと、ロックバンドが繋ぐ希望の歌
11月23日(水・祝）

全席自由 前売 3000円 当日 3500円

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

011-577-0523

開演19:00　開場18:30

タンクレディとクロリンダ ～歌・チェンバロ・語りで紡ぐ物語
11月24日(木）

前売　2500円 当日 3000円  ※チケット予約・お問合せは電話もしくはメール（natsunebu86@gmail.com） 

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

090-6447-4819

開演14:00　開場13:30

月琴堂音楽会　筝×南米民俗楽器
11月26日(土）

前売 2500円　当日 3000円　  

札幌豊平教会　礼拝堂 
豊平区豊平6条3丁目5-15

090-9515-7229　tinkuna1126gakurou@yahoo.co.jp  

開演18:00　開場17:30

KAGE稲荷サイキック企画『MINDSEEKER』
11月26日(土）

前売 2500円　当日 3000円

ESP HALL
中央区南三条西1丁目3-6狸小路1丁目BigBoss3F

kageinari@gmail.com

開演13:30　開場13:00

札幌マンドリン倶楽部 第51回定期演奏会
11月26日(土）

全席自由(前売・当日共) 一般1000円 小学生以下無料  車椅子席があります

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

080-9616-1120

開演13:00　開場12:30

第20回 あしの会 演奏会 ～箏･三絃・胡弓のしらベ～
11月26日(土）

無料

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

090-1388-1303

開演17:00　開場16:30

ゲンスブールナイト札幌2022アンモナイト
11月27日(日）

前売 4000円　当日 4500円 ※チケットは先着50名限定発売になります。前売りが売り切れの場合は当日券はありません。

ライブハウス スターライト
北区北24条西4丁目3-6シェーベル24 3F

080-9610-4039

11月27日(日)開演13:00開場12:20 中央区中島公園1-15

札幌交響楽団 第649回 定期演奏会　
11月26日(土)開演17:00開場16:20 札幌コンサートホールKitara　大ホール

SS 7000円 S 6000円 A 5000円 B 4500円 C 3500円 U25（B･C） 1500円（U25は1997年以降生まれの方が対象） ※未就学児不可 

011-520-1771

開演11:00　開場10:30

第12回サッポロ未来ジャズ
11月26日(土)・11月27日(日)

1日券　各日2000円 　※小学生以下無料

札幌芸術の森　アートホール
南区芸術の森2丁目75

011-709-4211

12:00～12:40

さっぽろアートステージ2022 SAPPORO MUSIC SHOWCASE　こばしひな
11月20日(日）

無料

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

011-281-7117

13:00～13:40

さっぽろアートステージ2022 SAPPORO MUSIC SHOWCASE　Inv.e.ga
11月20日(日）

無料

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

011-281-7117

14:00～14:40

さっぽろアートステージ2022 SAPPORO MUSIC SHOWCASE　前田かのん
11月20日(日）

無料

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

011-281-7117

15:00～15:40

さっぽろアートステージ2022 SAPPORO MUSIC SHOWCASE　若狭雄基
11月20日(日）

無料

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

011-281-7117

16:00～16:40

さっぽろアートステージ2022 SAPPORO MUSIC SHOWCASE　Liyna
11月20日(日）

無料

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

011-281-7117

開演13:00　開場12:30

沓野 勢津子 マリンバリサイタル ～躍動するリズム～
11月20日(日）

全席自由 前売 一般 3000円 学生 1500円　当日 一般 3500円 学生 2000円 ※未就学児入場不可

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

080-4234-8824

開演13:30　開場13:15

ブラストブラス札幌 第21回演奏会
11月20日(日）

無料

札幌市東区民センター2F　ホール
東区北11条東7丁目1-1

bbs@kimu.sakura.ne.jp

開演13:30　開場13:00

第2回 村場流 八丈太鼓フェスティバル
11月20日(日）

無料　 定員300名(予約制)　メールにてご予約ください　murabake@yahoo.co.jp

道新ホール
中央区大通西3丁目道新ビル大通館8F

開演19:00　開場18:30

Piano Trio Concert
11月22日(火）

全席自由 一般 2500円 学生 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

011-665-0675

予約
申込

011-855-2029

【審査日】12月17日(土)

「読売書き初めコンクール」作品募集
【募集締切】11月25日(金)必着

無料

【応募先】読売新聞東京本社 編集局「読売書き初めコンクール」係
【応募先住所】東京都千代田区大手町1-7-1

03-3217-9986

10:00～18:00

富士フイルムフォトサロン 札幌 公募写真展 スマホだけの写真展 season 2
11月25日(金)～11月30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

【対面】11月23日(水・祝)13:00～14:30、15:00～16:30　先着35名
【申込開始】11月9日(水)9：00～（電話申込）　無料

【オンライン】12月9日(金)12：00～2023年1月9日(月・祝)17：00　先着60名　

北海道立文学館　講堂
中央区中島公園1-4

011-511-7655

【開催日】11月27日(日)14:00～15:30　先着35名
【申込開始】11月11日(金)9：00～（電話申込）　

無料

北海道立文学館　講堂
中央区中島公園1-4

011-511-7655

【開催日】12月10日(土)①10:30～②13:30～　先着25名
【申込開始】11月25日(金)9：00～（電話申込）　

無料

北海道立文学館　講堂
中央区中島公園1-4

011-511-7655

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

岡本和行と六人の花すがた展
11月24日(木)～11月29日(火)

無料

道新ぎゃらりー　全室
中央区大通西3丁目6道新ビル大通館 7F

studiok2.happy@k5.dion.ne.jp

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

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

【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　※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

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(1/9(月)をのぞく)、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）

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「歿後10年 吉本隆明　廃墟からの出立」関連イベント　講演会　吉本隆明と現在

【オンライン】11月22日(火)12：00～2023年1月9日(月・祝)17：00　先着60名　
【申込開始】11月1日(火)9：00～ 011-511-7655 予約

申込

予約
申込

予約
申込

10:00～18:00

富士フイルム 企画写真展 2022富士フイルム営業写真コンテスト 入賞作品発表展
11月18日(金)～11月23日(水・祝)

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

第29回 人文学の挑戦「バナナの足、世界を駆ける」

11月13日(日)14:00～15:30
【申込締切】11月12日(土)17:00まで

無料　定員45名 koyanagi-a@hgu.jp
中央区北5条西5丁目7 sapporo55

予約
申込

予約
申込

紀伊國屋書店札幌本店1F　インナーガーデン

＜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

無料【申込先】https://docs.google.com/forms/d/1uu29p9HGWBggOGfx0oF4EzudG8-4T3q3C8BasAQ_gQo/viewform?edit_requested=true
特別展「歿後10年 吉本隆明　廃墟からの出立」関連イベント　対談　吉本隆明の「始点」をめぐって

特別展「歿後10年 吉本隆明　廃墟からの出立」関連イベント　講座　吉本隆明の戦後について

特別展「歿後10年 吉本隆明　廃墟からの出立」関連イベント　映像上映会　吉本隆明講演会「わが月島」

さっぽろアートステージ2022　TGR札幌劇場祭2022「やすと横澤さんフェス～ネタ祭り編～」

開演19:30　開場19:00
11月17日(木)

全席自由　前売1300円　当日1800円　※ワンドリンク￥600当日別途　詳しくはHPをご確認下さい。https://ymmrk-t.wixsite.com/yasuyoko

011-210-9500cube garden
中央区北2条東3丁目2-5

無料　オンライン開催　

【映像配信】能楽師が解説「はじめての能」
4月1日(金)～2023年3月31日(金)23:59　

011-271-5822

【前編】https://youtu.be/I9SLsrKxJBw 
【後編】https://youtu.be/rdD3NBW96BY

＜参加者募集＞北芸亭・寄席演芸講座　
【募集開始】5月23日(月)～　
【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

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)19:00～11月28日(月)20:40

1000円 　購入先：メール(poetry.sapporo@gmail.com）もしくは電子チケット（https://teket.jp/480/16089）

090-8707-2688

大札幌落語会2022年「さん喬・米團治の巻」

開演18:40　開場18:00
11月17日(木)

自由席 前売2600円　当日3000円 ※未就学児入場不可 080-7000-6403

共済ホール
中央区北4条西1丁目共済ビル6F

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022『MUSUME-Dojoji』/『lonely woman｛tane｝』

11月16日(水)『MUSUME-Dojoji』開演14:00開場13:30『lonely woman｛tane｝』開演18:30開場18:00
11月15日(火)『MUSUME-Dojoji』開演19:00開場18:30 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）

THE36号線「大きな子どもと小さな大人」
全席自由 前売 一般3500円 2演目セット券6000円 ユース(25歳以下)2500円 高校生以下(前売・当日共)1000円　当日 一般3800円 ユース(25歳以下)2800円 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。

ki6dance@gmail.com

11月16日(水)19:00 　17日(木)15:00/19:00　18日(金)19:00 　19日(土)15:00/19:00★  　20日(日)13:00 （受付開始・開場は開演の30分前） ★ライブ配信あり
レッドベリースタジオ（西区八軒2条西1丁目1-26）

050-3698-5920

3000円 　配信チケット3000円（観劇三昧LIVEにて販売 https://v2.kan-geki.com/live-streaming/ticket/816）
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開演13:30　開場13:00

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
11月26日(土）

無料

札幌市中央図書館3F　講堂
中央区南22条西13丁目1-1

090-5958-1434

さっぽろアートステージ2022　TGR札幌劇場祭2022「やすと横澤さんフェス～モノマネ歌合戦編～」

開演19:30　開場19:00
11月18日(金)

全席自由　前売1300円　当日1800円　※ワンドリンク￥600当日別途　詳しくはHPをご確認下さい。https://ymmrk-t.wixsite.com/yasuyoko

011-210-9500cube garden
中央区北2条東3丁目2-5

福井を繋ぐ地域共生舞台プロジェクト ～ひとつの輪～

開演18:00　開場17:30
11月26日(土）

全席自由 (前売・当日共) 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
北海道立道民活動センター かでる2･7　かでるホール
中央区北2条西7丁目

札幌ワラバトル

開演19:00　開場18:30
11月27日(日）

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

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

第104回「ろうどくの小径」

開演13:00　開場12:30
11月27日(日）

無料　※入場者50名まで 090-3392-2123

札幌市中央図書館3F　講堂
中央区南22条西13丁目1-1

smilecircle2525@gmail.com

<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

応募要項・申請方法等詳しくはHPをご確認ください。
【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
【応募先住所】中央区大通西16丁目2-3ルーブル16　9F
【応募先】公益財団法人　ノ一マライゼーション住宅財団

2023年度北海道生物多様性保全助成金制度　ほっくー基金活動助成募集！

【申込先】北海道生物多様性保全活動連携支援センター（HoBiCC）事務局　公益財団法人北海道環境財団「ほっくー基金北海道生物多様性保全助成制度」係
【募集期間】11月1日(火)～2023年1月31日(火)当日消印有効

無料　詳しくはHPをご確認ください。https://www.heco-spc.or.jp/HoBiCC/hokku_josei/hokku_jyosei_2023.html

011-218-7811/hokku@heco-spc.or.jp

北海道コーンウイスキー　愛称募集！

無料　詳しくはHPをご確認ください。
【募集期間】11月1日(火)～11月30日(水)

https://www.hro.or.jp/info_headquarters/challenge/cwnickname.html 011-747-2812

【申込先】北海道立総合研究機構　研究戦略部企画グループ
【申込先住所】北区北19条西11丁目

COFFEE CITY FESTIVAL SAPPORO 2022

12:00～20:00 (土日祝日は10:00から）
11月19日(土)～11月23日(水・祝)

入場無料　※コーヒーの試飲は有料 前売 2枚綴り350円 3枚綴り500円 当日 2枚綴り400円 3枚綴り600円 

011-232-3337
札幌PARCO 7F
中央区南1条西3丁目　

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
11月20日(日）

300円　定員 20名　実施日の4日前まで募集 090-1385-3385

予約
申込

札幌市社会福祉総合センター 3F　第3会議室
中央区大通西19丁目1-1

森のようちえん「いつもり」

親子ペア1500円　お子様おひとり増える毎に1000円プラス
11月20日(日) 10:00～12:00　

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

予約
申込

【集合場所】真駒内駅構内定期券発売所隣　10時集合
南区真駒内駅裏

第13回 北海道e-水フォーラム

開演18:00　開場17:30
11月22日(火)

無料　定員150名（要事前申込み・先着順） 申込はHP内専用フォームから　https://www.heco-spc.or.jp/emizu/emizu_forum/form/index.php

予約
申込

北海道立道民活動センターかでる2・7　4F大会議室
中央区北2条西7丁目

あったかイベ　実りの秋SP

10:30～16:00
11月23日(水・祝)

無料　 080-9653-2299

札幌コンファレンスホール
中央区南3条西2丁目6KT三条ビル 北側2F

エコ広場

11月29日(月）10:00～15:30
11月24日(木)～11月27日(日)10:00～18:00

無料※イベントによっては実費あり※事前申込が必要なイベントもあり詳しくはHPをご確認ください。http://www.sapporo530.or.jp/　

011-671-4153
リサイクルプラザ宮の沢
西区宮の沢1条1丁目1-10ちえりあ1F

地域ささえ愛サミット2022「新たな交流つながりのカタチ」

開演11:00　開場10:30
11月26日(土)

無料 011-205-5255

北海道自治労会館5F 大ホール
北区北6条西7丁目5-3

落款(らっかん)作成講習会

13:30～　定員20名程度
11月26日(土)

500円(会費・材料費) ※落款(らっかん)作成後のお持ち帰り袋、エプロンを準備してください。

090-4874-8303
札幌市社会福祉総合センター3F　第3会議室
中央区大通西19丁目1-1

第13回 N1モードグランプリ 2022 審査発表会

開演14:00　開場13:30
11月27日(日)

無料 080-5592-1174

札幌市民交流プラザ1FスカーツモールA　2FスカーツモールB.C
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

カーリンコン体験セミナー＆交流会 in 白石区　体験セミナー

9:30～11:45（受付9:00～）
11月27日(日)

無料　申込は電話もしくはチラシ裏面に記入の上FAX(011-751-8756）願います。

予約
申込

札幌市白石区民センター　白石区複合庁舎5F区民ホール
白石区南郷通1丁目南8

2022年度 連続時事講座「気候変動と私たちのくらし」【第3回】私たちの生活に変革を！家庭でできる取り組みとは

【開催日】11月24日(木) 10:00～12:00
【受付開始】10月18日(火)8:45

会員300円　一般600円　定員50名 011-728-8300

札幌エルプラザ2F　環境研究室
北区北8条西3丁目28

「ユールピュッセル」スウェーデンのクリスマス工作

【開催日】11月27日(日)・12月4日(日)【開催時間】13:30～15:30
【募集期間】10月27日(木)～12月4日(日)

500円(お茶代込)　満席になり次第締切。予約 ：info@swedishcenter.or.jp

予約
申込

スウェーデン交流センター　センターホール
石狩郡当別町スウェーデンヒルズビレッジ2-3-1

スポーツコミュニケーションセミナー【BASIC1】

【開催日】11月27日(日)開演12:30開場12:10
【募集期間】10月31日(月)～11月26日(土)

3000円 070-6667-1107

予約
申込

札幌市民交流プラザ4F 　406控室
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

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・問合先】公益財団法人 道銀文化財団 
【応募・問合先住所】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

第10回公開講座「2018年胆振東部地震の地盤変動の全容」

【開催日】12月3日(土)開演13:30開場13:15
【募集期間】11月5日(土)～12月1日(木)　定員35名

1000円　高校生 500円　メール(office@hrcg.jp)もしくは電話でお申し込みください。

080-5830-2016

予約
申込

北海道立道民活動センターかでる2・7　8F1050会議室
中央区北2条西7丁目

クリスマスディスプレイ展～個性あふれるナチュラルリース～

8:45～17:15
11月8日(火)～12月18日(日)　休館日:毎週月曜（祝休日の場合は翌平日）

高校生以上130円　※中学生以下、65歳以上、障がいのある方は証明書等提示で無料

011-772-3511
百合が原緑のセンター　中温室
北区百合が原公園210

アンガーマネジメント講座

3300円　定員20人(先着順)　初心者編　
11月15日(火) 18:30～20:00　 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
中央区北5条西5丁目7sapporo55ビル 5F

税理士による成年後見及び相続税無料相談会

無料　相談は先着順　お一人様30分程度 
11月15日(火) 10:30～17:30

相談の最終受付は17：00　 ※チカホ会場のほか、電話相談（011-621-7738）も行っております。

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北洋銀行隣13番出口付近の広場
中央区大通西3丁目

【公開講座】「ニック・ヴイチチさんの「いじめをとめる方法」のスピーチ」

【開催日】12月3日(土)9:30～11:30 開場9:00
【募集期間】11月7日(月)～11月18日(金) 北海道情報大学松尾記念館1F　実習室1

江別市西野幌59-2
予約
申込

電話、FAX(011-207-6541)、メール(nlp@cb-school.com)またはHP（http://www.skillup-s.com/）からお申し込みください。

011-252-5740

011-621-7738

070-8985-0961

011-218-7811

教文オペラプログラム　北海道二期会 令和4年度オペラ公演「皇帝ティトの慈悲」

全席指定 SS席12000円 S席10000円 A席8000円
11月19日(土)開演18:00開場17:15 20日(日)開演13:30開場12:45

B席6000円 C席4000円  ※乳幼児入場不可 mail@hokkaido-nikikai.com

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目

【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!!
11月19日(土)

④14:50(すすきの)～15:19(電車事業所) 無料　定員になり次第終了

予約
申込

札幌市電車両内（札幌市内）

さっぽろアートステージ2022　TGR札幌劇場祭2022　劇団Lobo 第２回公演『青が水色になるまで』

オンライン配信19日(土) 14:00/18:00
前売2500円　当日3000円　オンライン生配信2000円 090-2810-2915

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

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022　弦巻楽団 ＃37 1/2 「ピース・ピース」

前売・予約 一般 2000円 学生 1000円　当日 一般 2500円 学生 1500円
11月19日(土)開演19：00　20日(日)開演18：00 (開場は開演の30分前）

各回60席限定※学生チケットは受付にて学生証の提示をお願いしております。 ※未就学児童の入場はご遠慮いただいております。

090-2872-9209ターミナルプラザことにパトス
西区琴似1条4丁目地下鉄琴似駅B2F

弦巻楽団 秋の大文化祭！2022　演技講座発表公演

前売 一般 2000円 学生1000円 当日 一般 2500円 学生1500円
11月19日(土)開演14:00　20日(日)開演13:00（開場は開演の30分前）

各回60席限定※学生チケットは受付にて学生証の提示をお願いしております。 ※未就学児童の入場はご遠慮いただいております。

090-2872-9209
ターミナルプラザことにパトス
西区琴似1条4丁目地下鉄琴似駅B2F

11月18日(金)開演19:30 19日(土)開演14:00/開演18:00 20日(日)開演11:00/開演15:00　(開場は開演の30分前）

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) 

03-6273-9678

九代目 春風亭柳枝独演会

開演14:00　開場13:30
11月20日(日）

前売 3000円　当日 3500円 090-6581-6301

ホテルポールスター札幌2F
中央区北4条西6丁目

朗読会 はまなす Vol.14

開演13:00　開場12:30
11月21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。

予約
申込

札幌市民交流プラザ2F　SCARTS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

白石加代子「百物語」

開演19:00　開場18:00
11月22日(火)

全席指定 前売 1枚6500円 2枚6300円×2 3枚以上6000円×枚数　当日 6500円 ※未就学児入場不可

道新ホール
中央区大通西3丁目道新ビル大通館8F

げき工房えこボット vol.29 神山祭

①11:00～ ②14:00～
11月23日(水・祝)

500円 ※未就学児無料 ekobottogekigongfang@gmail.com

札幌市生涯学習総合センター　ちえりあ　あそびの森
西区宮の沢1条1丁目1-10

大藏流千三郎狂言会 ～やさしい狂言～

開演14:00　開場13:30
11月23日(水・祝)

全席指定（前売当日共）一般1500円　高校生以下800円 ※未就学児童の入場はご遠慮ください。

011-372-7667
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

渡辺淳一文学館 朗読スクール 名作を朗読しましょう 第三期発表会

開演13:00　開場12:30
11月24日(木)あじさいクラス・11月30日(水)リラクラス

無料　各日80名限定　※予約制 011-551-1282

予約
申込

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022「幕末遊郭純情譚」
11月25日(金)開演19:00   26日(土)開演14:00★/開演19:00  

全席自由　前売 一般 3000円 学生 1500円　当日 一般 3500円 学生 1800円

090-2070-8547

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

27日(日)開演14:00（開場は開演の30分前）★アフタートーク有

011-582-4134

011-596-7511

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

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022「愛・合・哀」

11月26日(土)開演14:30開場14:00/開演18:30開場18:00
11月25日(金)開演18:30開場18:00

前売　一般 2000円　学生 1500円　当日 一般 2300円 学生 1800円 080-8297-1140

演劇専用小劇場 BLOCH
中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022 劇団fireworks第14回公演「本日は晴天なり」

11月27日(日)開演14：00　（開場は開演の30分前）
11月25日(金)開演20:00　11月26日(土)開演14:00/18：00

前売 2000円　当日 2500円 070-5601-2248

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

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022　「天下一演劇祭」

11月20日(日)開演10:30開場10:00/開演14:00開場13:30　
11月19日(土)開演18:00開場17:30

前売 一般 2000円 学生 1000円　当日 3000円　詳しくはHPをご確認下さい。 https://twitter.com/GOMANIDAYO/

080-2198-1110
演劇専用小劇場 BLOCH
中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022　「第51回　札幌人形劇祭」
前夜祭　11月19日(土)18:00～ 予約

申込
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

本祭　11月20日(日)第1部10：00～・第2部13：00～・第3部16：00 ～ 11月23日(水・祝)第1部10：00～・第3部16：00 ～（開場は開演の30分前）
前夜祭　３歳以上 600円、18歳以上 1200円　本祭　３歳以上 1回券400円、3回通し券1000円　定員各回100名

011-385-4427

500円　※講座当日に受付にて徴収　定員15名　申込方法はHPをご覧ください。https://ciu.do-johodai.ac.jp/seminar/340/

090-5950-4758

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022「おぉーい！ともだち！！」

開演13:00　開場12:30
11月26日(土)・11月27日(日) 予約

申込
札幌市こどもの劇場やまびこ座
東区北27条東15丁目

011-598-8514

一般1000円 学生500円 6歳以下無料 ※事前予約、当日券なし　予約：http://ccs.nijiiro-sapporo.com/cn22/pg934563.html

0133-26-2360


