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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11月23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。

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　シャトールレーヴ307号室

090-5224-1262

JRタワー こどもアートワークショップ VOL.2
【募集期間】11月16日(水)10:00～11月30日(水)24:00 プラニスホール

中央区北5条西2丁目エスタ11F【開催日】2023年1月7日(土)午前の部10：30～11：30 午後の部13：30～14：30
予約
申込

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

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6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)

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

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

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

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）

2022年環境セミナー(第2回)「年末特別企画！稲わらでミニしめ飾りづくり」豊平区
【募集期間】11月16日(水)～12月7日(水) 札幌市豊平区民センター2F すずらん（和室）

豊平区平岸6条10丁目【開催日】12月8日(木)1部13:30～ 2部15:00～
予約
申込

2022年環境セミナー(第2回)「年末特別企画！稲わらでミニしめ飾りづくり」南区
【募集期間】11月16日(水)～12月9日(金) 札幌市南区民センター2F あおば（和室）

南区真駒内幸町2丁目2-1【開催日】12月10日(土)1部13:30～ 2部15:00～
予約
申込

2022年環境セミナー(第2回)「年末特別企画！稲わらでミニしめ飾りづくり」西区
【募集期間】11月16日(水)～12月13日(火) 札幌市西区民センター1F 第2集会室（和室）

西区琴似2条7丁目1-21【開催日】12月14日(水)1部13:30～ 2部15:00～
予約
申込

北海道教育大学岩見沢校 油彩画研究室展「油展」
11月17日(木)～11月28日(月)　休館日：毎週火曜日

無料

北海道教育大学アーツ＆スポーツ複合施設 HUG
中央区北1条東2丁目4札幌軟石蔵12:00～20:00

d50233c1@stu.hokkyodai.ac.jp

雑貨＆手づくり雑貨マルシェ hand to heart  pop up shop vol.7
【出店募集】11月21日(月)～12月31日(土)

無料

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【開催期間】4月10日(月)～4月16日(日)11:00～19:00

a_cross44@yahoo.co.jp

雑貨＆手づくり雑貨マルシェ hand to heart  クリスマスbox in ミュンヘン・クリスマス市
11月22日(火)～12月25日(日)　休業日12月12日(月)

無料

大通公園2丁目会場
中央区大通西2丁目11:00～21:00

a_cross44@yahoo.co.jp

北海道文化財団アートスペース企画展vol.50 吉田卓矢個展「Twinkle Song」
10月25日(火)～2023年1月31日(火）休館日:土曜・日曜・祝日 年末年始(12月29日～2023年1月3日)

無料
北海道文化財団 アートスペース
中央区大通西5丁目11 大五ビルヂング3F

9:00～17:00

011-272-0501

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）

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）

木工作家（大阪市）甲斐幸太郎作品展
11月22日(火)～12月4日(日)　定休日：毎週月曜日

無料

ギャラリー愛海詩
中央区北1条西28丁目2-1711:30～18:00（木曜日は13：00から）

011-613-1112

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

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)　定休日：毎週火曜日

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

【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

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)、1月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10名以上の団体料金、リピーター割引料金   

011-644-6882

無料　対象：小学1年生～6年生　定員：各30名　申込方法等詳しくはHPをご確認ください。http://www.jr-tower.com/topics_detail/4740

art-ws@jr-tower.com

070-8985-0961

070-8985-0961

070-8985-0961

1000円(材料･保険料込み) 1時間で2個まで作ってO.K！ 定員各10名　詳しくはHPをご確認ください。https://tanoshimo.net/?p=1505#navigation

1000円(材料･保険料込み) 1時間で2個まで作ってO.K！ 定員各10名　詳しくはHPをご確認ください。https://tanoshimo.net/?p=1505#navigation

1000円(材料･保険料込み) 1時間で2個まで作ってO.K！ 定員各10名　詳しくはHPをご確認ください。https://tanoshimo.net/?p=1505#navigation
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JRタワーハッピーフラッグ2023
【募集期間】12月1日(木)10:00～12月8日(木)24:00

WEBからの事前申込制【開催期間】3月6日(月)～3月31日(金)　JRタワーが開錠している時間

北都館 絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」☆女流画家展☆
12月1日(木)～12月14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

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）
【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

011-643-5051

どさんこ織りコンテスト作品展 vol.16
12月2日(金) 10:00～19:00 

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12月3日(土)10:00～18:00

011-769-0506

アーティストによる『制作パフォーマンス』（※制作のヒミツがわかるかも？！）
12月2日(金)14:00-15:00日浅尚子 16:00-19:00 HELLL　12月3日(土)11:00-12:00棚田裕美 13:00-15:00伊藤修子 16:00-19:00 HELLL

無料　事前申込不要　※「さっぽろアートビーンズ10周年記念展」（入場無料）の会場内で開催
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）12月4日(日)11:00-12:00石田眞理子 13:00-14:30棚田裕美

info@artbeans-sapporo.com

第10回無声映画を体験しよう！「番場の忠太郎　瞼の母」
12月4日(日)

1000円

札幌市資料館2F　研修室
中央区大通西13丁目開演14:30　

090-6566-4726

100人のちいさな絵画展
【第1部】12月8日(木)～12月11日(日) 【第2部】12月15日(木)～12月18日(日) 

無料
HOKKAIDO ART GALLERY（中央区南3条西2丁目KT3条ビル2F）10:00～19:00　定休日：毎週月曜日

011-221-5038

仲浩克油彩画展
12月5日(月)～12月11日(日)

無料

らいらっく・ぎゃらりぃ
中央区大通西4丁目 北海道銀行本店ビル1F10:00～18:00（初日は13:00から 最終日は17:00まで）

hironakaart@gmail.com

2022冬　ガラスマーケット
12月9日(金)～12月11日(日)

無料

一般財団法人スウェーデン交流センター1F　センターホール
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ2329-2510:00～16:30

0133-26-2360

『映画特選：東映アウトロー』上映会

開演12:15　開場12:00
12月4日(日) 『緋牡丹博徒 お竜参上』

当日 1500円 090-8900-6699
中央区南2条西5丁目6-1 狸小路5丁目内
サツゲキB1F　シアター4

「みのむしをつくろう」

11:00～18:00（開催時間内の2時間）
12月4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

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

予約
申込

無料  参加プログラム・応募概要等詳しくはHPをご確認ください。http://www.jr-tower.com/topics_detail/4736

hf@jr-tower.com

《トークイベント》版画工房開館30周年関連事業 版画 -いま・これから
11月29日(火) 札幌市民交流プラザ2F SCARTSスタジオ
開演18:00　開場17:30

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

劇場公開30周年・DVD BOOK発売記念「アンモナイトのささやきを聞いた」
11月26日(土)～12月1日(木) 開演20:55～　

夫婦50割引(どちらか50歳以上)2400円 キノ会員1100円 詳しくはHPをご確認ください。https://www.theaterkino.net/about.html

シアターキノ　中央区南3条西6丁目南3条グランドビル2F（狸小路6丁目）
一般1800円 学生1400円高校生以下1000円(学生証の提示) シニア1200円(年齢証明の提示) 障がい者手帳お持ちの方1000円

011-231-9355

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

北の縄文マルシェ特別企画 映画上映会「掘る女 縄文人の落とし物」
11月29日(火)

全席指定席1500円 　定員各回170名

サツゲキB1F　シアター4
中央区南2条西5丁目6-1 狸小路5丁目内全2回上映 ①開演16:00開場15:30 ②開演19:00開場18:30

jomon@someya-s.co.jp

さっぽろアートビーンズ10周年記念展
11月29日(火)～12月4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210:00～19:00（最終日は17：00まで）

info@artbeans-sapporo.com

丸山恭子彫刻展
11月29日(火)～12月4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5F10:30～18:30（最終日は17:00まで）

pyramid129@icloud.com

松田イメルダ手編みアルパカ展
11月29日(火)～12月4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 1F10:00～19:00（最終日は17:00まで）

011-206-7338

Seigo Sato "Convey" Exhibition
11月29日(火)～12月9日(金)　休館日：12月4日(日)

無料

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1F10:00～18:00　（12月3日(土)は12:00から）（最終日は17：00まで）

011-261-6511

モリケンイチ個展 Gender game ー昭和ヘテロの憂鬱ー
11月29日(火)～12月11日(日)

無料

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1F10:30～20:00

011-299-6380

三村 紗瑛子・太田 香・小松 美月 三人展　～いつでもあの場所で～
11月30日(水)～12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

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）
【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

011-643-5051

六花繚乱
11月30日(水)～12月12日(月)　定休日：毎週火曜日

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 1F11:00～18:00（初日は13:00から）

011-232-3980

CRAFT kikuno の銀細工『雪華』
12月1日(木)～12月6日(火)

無料

大通ビッセ3F　BISSE GALLERY
中央区大通西3丁目7北洋大通センター11:00～19:00（最終日は17:00まで）

090-5222-0504

札幌 JRタワー東・西コンコース（中央区北5条西2丁目）

In Harmony 彼方アツコ　関川敦子　二人のATSUKOの版画展
12月1日(木)～12月6日(火)

無料

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 7F10:00～18:00（最終日は17:00まで）

hanga.haruka@gmail.com

【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
12月3日(土)・12月10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14:00～（約40分）

011-644-6882

連載30周年記念　地上最強刃牙展ッ！ inサッポロファクトリー
12月9日(金)～2023年1月9日(月・祝)　休館日：12月31日(土)

前売 一般1400円  中学・高校・大学生1200円  小学生900円  当日 一般1500円  中学・高校・大学生1300円  小学生1000円 グッズ付きチケット 6500円（プレイガイド限定販売）未就学児無料

サッポロファクトリー3条館3F（中央区北2条東4丁目）
平日11:00～18:00、土日祝10:00～19:00（元日のみ18:00まで）　最終入場は閉館の30分前まで

011-232-3337

おかあさんといっしょファミリーコンサート札幌公演
【募集期間】11月22日(火)～11月28日(月)

全席指定 A席3230円(1階席) B席2600円(2階席) C席1980円(3階席)。詳しくはHPをご確認ください。https://pid.nhk.or.jp/event/PPG0354486/index.html

札幌文化芸術劇場 hitaru（中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ）
【開催日】2023年1月14日(土)①開演10:30開場9:50 ②開演13:30開場12:50 ③開演16:00開場15:20

050-5541-8600

第16回楽興の時 青木晃一 × 石田敏明「ヴィオラとピアノで綴るシューベルト」
12月4日(日)

3000円

Studio26
中央区南26条西8丁目3-30【第1公演】開演13:30開場13:00 【第2公演】開演16:00開場15:30

op13cmoll@gmail.com

＜Kitaraワールドソリストシリーズ＞庄司 紗矢香＆ジャンルカ・カシオーリ　デュオ・リサイタル
12月4日(日) 札幌コンサートホールKitara　大ホール

中央区中島公園1-15開演15:00　開場14:15

札幌シティバンド 第35回定期演奏会
12月4日(日)

前売 800円　当日 1000円　小学生以下 無料

札幌市生涯学習センター　ちえりあホール
西区宮の沢1条1丁目1-10開演13:30　開場13:00

090-8707-4878

徳田貴子ミニピアノリサイタル“Somebody Loves Me”
11月28日(月)

全席自由 一般 2000円 小中高生 1000円 未就学児 無料

札幌市民交流プラザ1F　SCARTSコート
中央区北1条西1丁目さっぽろ創成スクエア内開演19:00　開場18:30

tokudatakako@gmail.com

札幌大谷大学芸術学部音楽学科 第17回 定期演奏会
11月29日(火)

全席自由 一般 1000円 小中高生 500円 ※3歳以上入場可（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開演19:00　開場18:15

011-742-1515

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.17　ラテンアメリカのピアノ曲
11月30日(水)

一般 2000円　学生 500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開演19:00　開場18:30

090-3393-4245

佐藤悠光 Euphonium リサイタル in 札幌
11月30日(水)

一般 2500円　学生 1500円

きたこぶしホール
中央区北4条西6丁目3-3 六花亭札幌本店10F開演19:00　開場18:30

contact.onlink11@gmail.com

文屋治実チェロリサイタルNo.37
11月30日(水)

全席自由 一般 3500円 学生 1500円

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1開演19:00　開場18:30

011-665-0675

札響メンバーによるアンサンブルコンサート ～弦楽四重奏の夕べ～
12月1日(木)

全席指定　一般 前売2500円 当日3000円　 U25 1000円(前売・当日共)　※未就学児の入場はご遠慮ください。

えぽあホール
江別市大麻中町26-7開演19:00　開場18:00

090-7652-6065

西本幸弘ヴァイオリンリサイタルシリーズ VIOLINableディスカバリーvol.9
12月1日(木)

全席自由 一般 3000円 ペア 5000円 学生 1500円　※未就学のお子さまの入場はご遠慮ください。

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15開演19:00　開場18:30

011-612-8696

鈴木椋太＆ローリーディランによるデュオリサイタル
12月1日(木)

一般 2000円　学生 1000円

札幌コンセルヴァトワール　カノンホール
南区澄川4条2丁目16-1開演19:00　開場18:30

ryotasuzuki96pol@gmail.com

STRADA 3RD CONCERT
12月3日(土)

2500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開演19:00　開場18:30

comical.strada@gmail.com

オーケストラHARUKA 第17回演奏会
12月3日(土)

全席自由 前売 一般 1500円 学生 800円 　当日 一般 2000円 学生 1000円　※未就学児の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開演19:00　開場18:00

090-5076-0383

おやこで楽しむ クリスマスコンサート
12月3日(土) 札幌大谷学園百周年記念館・同窓会ホール

東区北16条東9丁目開演14:00　開場13:30  定員40組
予約
申込

SAPPORO CITY JAZZ 2022　ユニバーサルジャズライブ
12月3日(土)

全席自由　前売 2000円　当日 2500円(チケット完売の場合は当日券の販売はございません。) 車いすでご来場の方は、事前にご連絡ください。

札幌市民交流プラザ3F　クリエイティブスタジオ
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内開演15:00　開場14:30

011-592-4125

近野剛【Special Piano Concert at 豊平館】
12月3日(土)

前売 5000円 当日 5500円　オンライン特別配信チケット 一律2500円  お申込みはメールよりお願いします。

豊平館2F　特別ホール
中央区中島公園1-20開演17:30　開場17:15

yoshi.hoheikan2022@gmail.com

馬頭琴と唄う
12月4日(日)

予約 2500円 当日 3000円　リアルタイム配信(有料)あり ※飲食不可 ※未就学児同伴はご遠慮頂いております。

Coo くう
中央区南1条西20丁目1-25アウルビルB1開演13:30　開場13:00

m.pecora0615@gmail.com

ママおひとり1000円 おこさまおひとり500円 付き添いおひとりごとに500円　※事前販売 ※必ず１組様ずつご予約ください。お友達同士のご予約は承っておりません。

mamamo_csy@yahoo.co.jp

全席指定 S 6000円 A 4500円 U25（各席）2000円 (U25は1997年以降にお生まれの方) ※未就学児入場不可  KitaraClub会員特別料金 S 5000円 A 3500円

011-520-2000

映画「モロッコ、彼女たちの朝」
12月10日(土)

前売・予約1000円 当日1300円 ※札幌映画サークル会員無料 ※満席の場合は当日券の販売はいたしません。

札幌市教育文化会館4F　講堂
中央区北1条西13丁目①10:30～12:10 ②13:00～14:40 ③15:30～17:10

090-7055-0074

NORIKO de Art Solo Exhibition　KAWAII is invincible
12月10日(土)～12月17日(土)

無料

プラチナシニアサロン　ARIANE宮の森
中央区宮の森4条10丁目3-189:00～20:00

090-8279-3414

親子で楽しむ「かんたん（簡単）段ボール工作」
【申込締切】12月12日(月)

中央区大通西19丁目1-1【開催日】12月24日(土)13:30～16:00
予約
申込

1名600円（参加人数5名程度）対象 小学校3年生～4年生（父母同伴）※申込は電話またはFAX(011-666-0336）　①お名前②学年③連絡先(電話番号)などをお知らせください。

札幌市社会福祉総合センター3F　第二会議室
090-7656-2249

無料　定員60名 ※事前予約制　※ライブ配信予定（https://www.youtube.com/@hanga30/streams　11月29日(火)18:00　ライブ配信開始）

011-592-4122
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「札響の第９」 in Kitara
12月10日(土)17:00開演　16:20開場

料金については詳しくはHPをご確認ください。https://www.sso.or.jp/concerts/2022/12/-in-kitara-1/

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-1512月11日(日)13:00開演　12:20開場 

011-520-1771

北海学園大学吹奏楽団　第31回定期演奏会
12月11日(日)

700円　未就学児無料

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目開演16:00　開場15:00

hokkai_gakudan@yahoo.co.jp

札幌吹奏楽団　第49回定期演奏会
12月11日(日)

一般1000円　中高生500円　小学生以下 無料  ※前売券と当日券は同じ料金です。

カナモトホール(札幌市民ホール)
中央区北1条西1丁目開演16:00　開場15:30

070-8369-6904

創明音楽会 芳游会 第33回 筝のしらべ
12月11日(日)

全席自由 500円(当日券のみ) 高校生以下無料

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15開演13:00　開場12:30

090-6443-3734

第29回かでる創作展 かでるフォトコンテストVol.3
【募集期間】6月17日(金)～11月28日(月)17:00

無料　応募方法などはHPから開催要項をご確認ください。http://homepage.kaderu27.or.jp/event/self/dr34fo0000004fkh.html

【応募先】一般財団法人道民活動振興センター
【応募先住所】中央区北2条西7丁目道民活動センタービル2F管理事務室【開催日】12月13日(火)～12月19日(月)9:00～17:00（最終日は15:00まで）

011-522-5167

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

【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

＜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

劇的朗読「ポーランド・アイヌ『祖霊祭』シンヌラッパ・クンネニサッ」
11月28日(月)

16:30～18:00  〈パート2〉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)

無料　事前予約不要
13:20～15:00〈パート1〉北海道立道民活動センターかでる2・7　520研修室(中央区北2条西7丁目)

080-4071-0956

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

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）

【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
【申込開始】11月9日(水)9：00～（電話申込）　無料 011-511-7655 予約

申込
無料【申込先】https://docs.google.com/forms/d/1Ya_j3XS6jSouRL36-XdwS1QFKup_KO3v_DjDDcEtLHc/viewform?edit_requested=true

【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

予約
申込

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」

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）

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)17:00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

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022「遺すモノ～楢山節考より～」
11月29日(火)

前売一般2500円 18歳以下1000円 当日一般3000円 18歳以下1500円 チケット等詳しくはHPをご確認ください。http://moments.jp/2022tour/

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開演15:00開場14:30 　開演19:00開場18:30

011-281-7117

第29期特別記念展　咸宜園の人々展　～九州の地から羽ばたく～
12月6日(火)～2023年3月31日(金)　休館日:毎週月曜日、年末年始［12月19日(月)～2023年1月9日(月・祝)］

300円（大学生以下無料)
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）10:00～17:00

011-552-2100

第26回 親子のための絵本のよみきかせ会
【受付】11月11日(金)8:45～

無料　親子10組（先着順）定員になりしだい締め切り
中央区大通西19丁目1-112月3日(土)10:30～11:30

011-614-2001

予約
申込

谷口能隆 写真展「防潮堤の窓」 ～What can you see through the windows of the Seawall ?～
11月29日(火)～12月4日(日)

無料

コンチネンタルギャラリー　ギャラリーA・B
中央区南1条西11丁目コンチネンタルビル B1F10:00～19:00（最終日は17:00まで）

yt@photospace.info

北海道盲導犬協会写真パネル展
11月29日(火)～12月9日(金)　休館日：土曜・日曜・祝日

無料

まるひこアートスペース和(なごみ)
豊平区豊平6条6丁目5-8丸彦渡辺建設株式会社　本社1F10:00～17:00

011-842-9580

第11回ニッコールクラブ札幌中央支部写真展
12月2日(金)～12月7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1F10:00～18:00

011-241-7170

筬井敦子写真展「シルクロードの風」
12月9日(金)～12月14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1F10:00～18:00

011-241-7170

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

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

<2022年度 受講生募集>人形浄瑠璃講習会  　
11月29日(火)～12月2日(金) 札幌市こどもの劇場やまびこ座

※締切はなく随時受付

東区北27条東15丁目ユースクラス 17:00～18:30 　一般講習会19:00～21:00
予約
申込

ドラム 小西康文　×　紅月鴉海 舞踏
11月28日(月)

各回3000円(ワンドリンク別)　通し券 5000円(枚数限定 ステッカー付)  ※要予約制

XENON札幌
中央区南7条西4丁目LC7番館ビル3F1stage開演18:30開場18:00  2stage開演20:30開場20:00

予約
申込

札幌市社会福祉総合センター4F　視聴覚兼会議室

《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

karasunotobuumi@gmail.com

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Vol.8 Mi・Kamerata
12月4日(日)

500円

豊平館2F 広間
中央区中島公園1-20開演18:30　開場18:00

090-6449-7404

SAPPORO CITY JAZZ 2022 THEATER JAZZ LIVE　DIMENSION
12月4日(日)

デュオ席 13000円 プレミアムデュオ席15000円 カウンター席7000円※当日券は全て500円増　※未就学児入場不可

札幌文化芸術劇場 hitaru
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ開演19:00　開場18:30

011-592-4125

Shining Music&Dinner vol.17 2022 White Christmas
12月6日(火)

15000円  ※フレンチ ガラ ディナー ＋ フリードリンク ＋ コンサート

ピエトラ・セレーナ
中央区伏見1丁目4-17開演19:00　開場18:30

011-311-2860

音のブーケ　津留崎 直紀　安田 文子　チェロ＆ピアノコンサート
12月7日(水)

全席自由 2000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開演18:30　開場18:00

050-5899-5300

SAPPORO CITY JAZZ 2022 THEATER JAZZ LIVE　ジミーオールスターズ
12月7日(水)

全席指定 デュオ席(2名用) 13000円　トリオ席（3名用）18000円　カウンター席(1名用) 7000円  ※未就学児は入場不可

札幌文化芸術劇場 hitaru
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ開演19:00　開場18:00

011-592-4125

ジョンレノン追悼コンサート2022
12月8日(木)

全席自由 前売 3500円　当日 4000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開演18:30　開場18:00

011-611-9037

Concert-AIDシリーズ　札幌管楽ゾリステン・リサイタル
12月8日(木)

全席自由　2000円 ※3歳以上の未就学児入場可(無料) 

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15開演18:30　開場18:00

NPOBrassAid@gmail.com

札幌室内歌劇場 時計台コンサートNo.83「年忘れ＆クリスマスコンサート」
12月9日(金) 時計台ホール

中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F開演19:00　開場18:30

MUSICA SOAVE “Come stai?”vol.7
12月9日(金)

全席自由　2500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開演19:00　開場18:30

musicasoave.info@gmail.com

札幌コダーイ合奏団・合唱団 ヘンデル「メサイア」演奏会
12月9日(金)

一般 3000円　高校生以下 1500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開演19:00　開場18:30

011-661-6588

Pokke Yukar 1st concert
12月10日(土)

全席自由 2000円

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1開演19:00　開場18:30

pokkeyukar@gmail.com

中世古楽のクリスマス A Medieval Music Christmas from Via Ensemble
12月10日(土) 開演15:00　開場14:30

※会場とは窓ガラスで仕切られた児童部屋(和室)が2階にあります。 小さなお子様連れの方もどうぞいらしてください(託児はありません)。
予約2500円　当日3000円　学生1500円　小学生以下無料  ※定員30名（通常定員80席）

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

HEAVENLY WIND GOSPEL LIVE 2022 岩見沢公演 ゴスペルと、ロックバンドが繋ぐ希望の歌
12月10日(土)

全席自由 前売 2500円 当日 3000円 ※前売券が完売の際は当日券のご用意が出来ません。

「まなみーる」岩見沢市民会館・文化センター　大ホール
岩見沢市9条西4丁目1-1開演18:00　開場17:00

011-577-0523

室内楽の夕べ
12月5日(月)

全席自由 一般 4000円 学生 3500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開演19:00　開場18:30

011-665-0675

ジャズコンサート 須山恭一with川手博史トリオ
12月6日(火)

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開演19:00　開場18:30

011-563-0002

ブンネ ワークショップ＆ルシアコンサートwith 葉音 -HAON-　ルシアコンサート
【開催日】12月10日(土)
14:30～ 
無料　ご予約なしで無料でご覧いただけますので、お気軽にご覧ください。

石狩郡当別町スウェーデンヒルズ2329-25

0133-26-2360
一般財団法人スウェーデン交流センター2F　センターホール

ブンネ ワークショップ＆ルシアコンサートwith 葉音 -HAON-　ブンネワークショップ
【募集期間】11月7日(月)～12月8日(木)
【開催日】12月11日(日) 10:00～

予約
申込

無料　定員最大20名　申し込みはお電話・メール(info@swedishcenter.or.jp)またはご来館の際に職員にお声がけください。
石狩郡当別町白樺町2792-1

0133-26-2360
当別町 白樺コミュニティセンター　大研修室

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

予約
申込

全席自由2000円　アーカイブ配信1000円　DVD1500円 ※未就学のお子様はご遠慮ください。※当日券は販売致しませんので事前にお求めください。

011-211-0471
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PROOF
12月9日(金)19:00 12月10日(土) 13:00/18:00

全席自由　前売3000円 当日3300円 

ターミナルプラザことにパトス
西区琴似1条4丁目札幌市営地下鉄琴似駅B2F12月11日(日)13:00 (受付は開演1時間前、開場は40分前)

050-5436-4852

柳家三之助落語独演会　三之助をみたかい？in札幌　Vol.79
12月11日(日)

前売 2500円　当日 3000円　(できるだけ、ご予約をお願いします。) 

札幌エルプラザ4F　大研修室
北区北8条西3丁目28開演14:00　開場13:30

011-511-6777

第16回さっぽろ市民ミュージカル「ディナヴィアの白狼」
12月3日(土)①Aキャスト開演18:00開場17:30

全席自由（限定300席・車椅子対応）前売 3000円 当日 3500円   未就学児無料（必ずご連絡ください）　※前売予約フォームhttps://www.quartet-online.net/ticket/scm16_dinavia

共済ホール（中央区北4条西1丁目1共済ビル6F）
12月4日(日)②Bキャスト開演10:00開場9:30 ③Aキャスト開演14:00開場13:30 ④Bキャスト開演18:00開場17:30

070-2635-8185

ピュアーマリー『殺しのリハーサル』ユースシアター
12月3日(土)18:30～ 

無料　（申込受付は11月21日から11月29日まで）

道新ホール
中央区大通西3丁目道新ビル大通館8F12月4日(日)13:00～

011-241-7081

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022「真夏の夜の夢」
12月3日(土)開演14:00開場13:30 / 開演18:00開場17:30

前売1000円 当日1500円

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1Ｆ12月4日(日)開演13:00開場12:30 / 開演17:00開場16:30

011-281-7117

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022「拍手の弾丸」
12月3日(土)開演18:30開場18:00

前売・当日共　500円　

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B2F12月4日(日)開演13:30開場13:00 

011-281-7117

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022　短編オムニバス公演「出発」
12月3日(土)開演14:00開場13:30 開演18:00開場17:30

前売・当日共　1000円　

イベントスペース　EDiT
中央区南2条西6丁目13-112月4日(日)開演14:00開場13:30

011-281-7117

えほんで楽しくファンタジア 特別編　カラスのいる絵本
12月3日(土)

無料　対象 0歳～小学生  定員20名(先着順)

札幌市えほん図書館
11:00～11:30よみきかせ　11:30～12:00カラス折り紙

fruhling-haru@nifty.com

予約
申込

染左はなしの会～遅れてごめんね 第18回上方落語をきいてよの会
12月4日(日)

全席自由 前売3500円 当日4000円 ※未就学児入場不可 ※前売完売の際、当日券の販売はございません 

北海道クリスチャンセンター2F　ホール　
北区北7条西6丁目開演15:30　開場15:00

kamigata.rakugo0317@gmail.com

ヒューマシーン・セオリー 　パスプア#02
12月6日(火)20:00 12月7日(水)20:00 12月8日(木)20:00  12月10日(土)15:00 12月11日(日)15:00 12月13日(火)20:00 12月14日(水)20:00 12月15日(木)20:00

通常チケット(サンキューカード付)3100円　百円観劇チケット100円 (前売・当日共)　※未就学児入場不可　チケット等詳しくはHPをご確認ください。https://www.paspoor.com/post/live02
カタリナスタジオ（北区北10条西2丁目18-1）12月17日(土)15:00･19:00 12月18日(日)15:00 ※受付開始、開場は開演時間の30分前。

090-6998-6741

チャリティー子どもミュージカル「幕間の蝶々」
12月9日(金)

3500円　購入サイトhttps://ticket.tsuku2.jp/events-detail/22011009022420

札幌市教育文化会館　大ホール
中央区北1条西13丁目開演19:00　開場18:30

011-375-8451

Flamenco Único!
12月9日(金) EL MANGO（エルマンゴ）

中央区南7条西3丁目青樹社ビルB1F1部 開演18:30開場18:00　2部 開演20:30開場20:00

第32回 ふたりしずか文芸館 「朗読音楽劇 蜘蛛の糸」
12月9日(金)

全席自由 2000円(定員100名)　

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開演19:00　開場18:30

011-556-6788

白石区南郷通1丁目南8-1白石区複合庁舎6F

予約
申込

各部4200円（1ドリンク付き） 1部2部通し券7600円（2ドリンク付き）※1部・2部完全入れ替え ※ご予約順に入場できるようご案内します。

falconer1095-flamenco@yahoo.co.jp

<2022年度 受講生募集>義太夫講習会
11月30日(水)～12月2日(金)

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

札幌市こどもの劇場やまびこ座
東区北27条東15丁目19:00～20:30　

予約
申込

※締切はなく随時受付 011-723-5911

TVh落語「柳家三三独演会」
12月1日(木)

全席指定　前売 A席4200円　当日 A席4600円 

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18:00

011-232-3337

音夢の会 朗読会
12月1日(木) 渡辺淳一文学館

中央区南12条西6丁目414開演14:00　開場13:30
予約
申込

さっぽろアートステージ2022 TGR札幌劇場祭2022「神さまごっこ」

大人 2000円 こども～学生 無料 　各回定員45名
予約
申込

第23回札幌福北寄席 三遊亭遊雀・瀧川鯉丸二人会
12月2日(金)

自由席　前売 2500円 当日 2800円　※未就学児は入場できません

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F開演19:00　開場18:30

03-5909-3080

第一回札幌落語会～桂三幸芸歴20周年　全国ツアーin北海道～
12月2日(金) 開演19:00　開場18:30

 配信チケット1500円(ツイキャスhttps://ha.twitcasting.tv/c:nantomo/shopcart/187838)
予約 1500円　当日 2000円(パスマーケットhttps://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020n6q9qasi21.html) 

ザ・ルーテルホール（中央区大通西6丁目3-1）
090-4003-1326

Voce Soave a Sapporo ～常森 寿子門下生によるコンサート～
12月2日(金)

全席自由 2000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開演18:30　開場18:00

090-7050-9007

音楽と朗読のひとときを「KOMOREBI」VOL. 8
12月3日(土)

1000円

ノースエイム3F
北区北18条西5丁目2-12開演14:30　開場14:00

090-2076-7010

First project「泡にもなれない」
12月3日(土)13:00/19:00 12月4日(日)14:00 ※開場は各開演の30分前

※学生は当日学生証提示必須 ※学生無料招待はメール(aercsproject@gmail.com)にて受付 （氏名・読み仮名・電話番号・希望日時）

演劇専用小劇場 BLOCH（中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F）
前売一般 2000円　学生 1500円　当日一般 2500 円　学生 2000 円 ペアチケット3600 円(要予約)  学生無料招待(各回5名･要予約)

aercsproject@gmail.com

さっぽろ舞踏「わたしの姉を買い戻しに来ました。」
12月3日(土)・12月4日(日)

前売予約3000円 当日3500円 ※予約はメール（akikiyophoto@softbank.ne.jp）または電話にて受付

レッドベリースタジオ
西区八軒2条西1丁目1-26開演19:00　開場18:30

12月1日(木)19:30～ 12月2日(金)16:30～19:30～ 12月3日(土)11:00～14:00～ 12月4日(日)11:00～14:00～※開場は開演の30分前

申込はこぐま座にて電話受付(011-512-6886)もしくは Web予約(https://koguyama.jp/ticketK2-2.html) 
札幌市こども人形劇場こぐま座（中央区中島公園1-1）

011-281-7117

090-2070-0584

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
11月30日(水) リラクラス

無料　80名限定　※予約制

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414開演13:00　開場12:30

011-551-1282

予約
申込

011-685-1362

入場料 1200円　障がいのある方々を支援しています。受付にて申し出てください半額とさせていただきます。※予約制

第23回公演『秘湯河童ノ淵停車場』
12月9日(金)19:00　12月10日(土)15:00/19:00

(前売・当日共通) 一般 3000円 25歳以下 1500円  高校生以下 500円 ※高校生以下の方は学生証をご提出ください。 ※未就学児入場不可

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B1F12月11日(日)11:00/15:00  (開場は30分前)

gekidanshimizukikaku@gmail.com

大人も子どもも朗読会
12月11日(日)

500円　小学校３年生以下は無料

豊平館2F　広間　
中央区中島公園1-20開演18:30　開場18:00

kotoba.no.hiroba.5billion@gmail.com

ふれんど2022 人形劇団えりっこ30周年記念公演
12月10日(土) 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2部（Bプログラム）古典落語を題材にした「死神」
予約
申込

大人(18才以上) 2000円　こども(小学生以上)1000円  定員100名(完全予約制) ※3才以下入場不可 ※当日予約300円増

erikko@violin.ocn.ne.jp

令和4年度 第3回 文化財講演会　鉄道150年記念「ニセコ鉄道遺産群と北海道の近代」
12月3日(土)

一般（非会員）700円　保護協会会員 無料  　※定員40人(申込順)
中央区北2条西7丁目14:00～16:00

011-271-4220

予約
申込

クリスマスリース＆吊るし飾り
【申込締切】12月2日(金)　先着15名　

参加・材料費 500円　リース作成後のお持ち帰り用の袋を用意下さい。
中央区大通西19丁目1-1【開催日】12月3日(土)13:30～15:30

090-2810-0574

予約
申込

癒しのテーマパーク Mother Goose vol.14
12月4日(日)

無料

北海道自治労会館5F　大ホール
北区北6条西7丁目5-310:00～16:00

090-1307-7800

kuraché（クラシェ）2022.12「つなぐ、つながる贈りもの」
12月7日(水)～12月16日(金)

無料

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）憩いの空間　出入口7と9の間
中央区北1条西3丁目10:30～18:30

011-232-3661

＜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

予約
申込

北海道国際協力フェスタ2022
12月10日(土)13:00～16:15　オンラインセミナーfesta.hk-ngo.netより要申込(先着100名)

無料　詳しくはHPをご確認ください。https://www.hk-ngo.net/?p=1303

エコ広場
11月29日(火）
10:00～15:30
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ます。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

アンガーマネジメント講座

18:30～20:00　3300円　定員20人(先着順)　
11月29日（火）怒りのタイプ診断編・12月6日(火)初心者編 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

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

一緒にやってみよう！令和4年 後期 シニアライフのレクリエーション

13:30～15:30
12月11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

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

北海道立道民活動センター  かでる2･7　10F　1060会議室

札幌市社会福祉総合センター3F　第3会議室

Ⅳ期 12月8日(木)～2023年1月15日(日）　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）

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/
【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

011-211-5028

<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/

【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応募要項・申請方法等詳しくはHPをご確認ください。

011-613-7551

【公開講座】「CT？MRI？PETの違いって何？　病院で行う画像検査を詳しく知ろう」
【募集期間】11月28日(月)～12月9日(金)　 北海道情報大学　札幌サテライト教室
【開催日】12月20日(火)18:30～20:00 (開場18:00）

予約
申込

タイトル

予約
申込

ミュニシパリズム（地域自治主義）
【募集期間】11月12日(土)～2023年2月16日(木) さっぽろ自由学校「遊」

中央区南1条西5丁目愛生舘ビル5F 501A【開催日】12月16日(金)・2023年1月20日(金)・2月17日(金)
予約
申込

「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。予約はメール（info@swedishcenter.or.jp）にて受付。

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2329-25

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

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

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。

予約
申込

北海道立道民活動センター　かでる2・7　10F 1050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

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

0133-26-2360

通し(会場・オンライン共通)一般5000 円 会員4000 円 25歳以下2000 円 　単発 一般1500円/ 回 会員1000円/ 回 25歳以下500円/ 回

011-252-6752

500円　定員30名（定員になり次第締め切ります）申込方法等詳しくはHPをご確認ください。https://ciu.do-johodai.ac.jp/seminar/341/
中央区北3条西7丁目緑苑ビル4F　㈱SCC北海道支店内

011-385-4427

#どうが しなくちゃ 映像ビジネスマッチング2023
11月30日(水)･12月7日(水)･12月14日(水) 札幌駅前ビジネススペース
無料

予約
申込中央区北５条西6丁目1-23第二北海道通信ビル

douga@bros-inc.jp

事前セミナーの詳細はHPを確認の上お申し込みは専用ページにお進みください。 https://www.screensapporo.jp/eizo-matching2023/

12月11日(日)11:00～17:00　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）

080-5830-2016


