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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。

■ 設置場所　地下鉄大通駅コンコース横（出口 5 横）

■ E-mail　mail@sapporo-info.com

■ 営業時間　10:00 ～ 20:00（日・祝は 10:00 ～ 19:00）
 　   〈年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日休館〉

茨 弓月・togaku 青少年イラスト2人展 「記憶とトイボックス」
12月8日(水)～12月13日(月)

無料
11:00～18:00　最終日は17:00まで

ビストロカフェ+ギャラリー　オマージュ

090-5225-4045
中央区南1条西5丁目プレジデント松井ビル100　1F

蓼喰ふ虫も酒器好き 2021
12月11日(土)～12月26日(日)　休館日：木曜、金曜日

無料
10:00～18:00

悠遊舎ぎゃらりぃ SAPPORO

011-839-2277
白石区本郷通11丁目北1番1号サンフラワーズ本郷A 1F

ひらひら展 Vol.8
12月11日(土)～12月17日(金)　定休日：毎週火曜

無料
11:00～20:00　最終日は17:00まで

北海道教育大学アーツ＆スポーツ文化複合施設HUG　1Fメインギャラリー・サブギャラリー

heimen.zemi2@gmail.com
中央区北1条東2丁目4札幌軟石蔵

絵を描かなくても食べていけます
12月14日(火)～12月19日(日)

無料
10:00～19:00　最終日は17:00まで

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

011-708-0606
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

谷掛幸恵個展「回帰」
12月14日(火)～12月28日(火)　休館日：日、月曜日

当店はBARのため飲食のご注文をお願いしております。
20:00～25:00

BAR＆GALLERY　卍

011-839-0461
中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F

道銀文化財団 企画展■CUBE■2021　椎名澄子・小さいうた
2021年12月14日(火)～2022年1月15日(土)　休館日:12月31日～1月3日

無料
7:00～20:00　最終日は15:00まで

011-233-1029
北海道銀行本店ビル1F（中央区大通西4丁目）

「SAPPORO 竹あかり・風呂敷フェスティバル、竹あかり制作とトークライブ」
【竹あかり・門松制作ワークショップ】 12月17日（金）～12月19日（日）
定員：各回10名（予約先着順）参加費：1000円 定員：70名限定（予約先着順）参加費：1000円
ワークショップの開催時間は公式HPをご確認ください。（https://www.snow-hokkaido.com/）

【リアルトークライブ】　12月17日（金）　18:00（開場 17:30）

090-6877-7020

北海道新聞連載「西洋建築紀行」展　西洋建築が、美しい。
12月17日(金)～12月19日(日)

無料
10:00～18:00　最終日は17:00まで

北海道新聞社　1階　Do-BOX

E-mail sapporomant@yahoo.co.jp
中央区大通西3丁目6

三岸が愛した札幌　
2021年12月17日(金)～2022年4月10日(日)　休館日：毎週月曜(1月10日、3月21日をのぞく)、月曜が祝日の場合は翌火曜(1月11日、3月22日)、年末年始(12月29日～1月3日)展示替等休館(2月15日～2月18日、3月31日～4月3日)

一般510(420)円、高大生250(170)円 ※（ ）内は10名以上の団体料金※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。※高校生は土曜日並びに学校教育での利用は無料。
9:30～17:00入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館（中央区北2条西15丁目）

White Love Cinema2021『アメリ』
12月18日(土)～12月19日(日)

特典付きペアチケットのみ 5000円　特典：クリームブリュレ、１ドリンク、オリジナルデザインの白い恋人（ホワイト）3個入小箱 ※特典1セットがお二人分付きます。各回18組限定
上映19:00　受付18：15～18：45

白い恋人パークチョコレートラウンジ・オックスフォード

kinomado@gmail.com

西区宮の沢2条2丁目11-36

第８回　無声映画を体験しよう！「沓掛時次郎」
12月19日(日)

1000円
開演：14:30

札幌市資料館２階　研修室

090-6566-4726
中央区大通西13丁目

まるもの冬こもの
12月21日(火)～12月25日(土)

無料
10:00～20:00

マルヤマクラス　2F・下りエスカレーター前

marumono@gmail.com
中央区南1条西27-1-1

佐藤　武　アーティストトーク
12月18日(土)　16:00～16:40　※40分程度

※完全予約制　トークの様子を動画配信サイト（YouTube）にて、期間限定で配信予定https://artpark.or.jp/tenrankai-event/r3-satotakeshi/
無料　※当日有効の観覧券が必要　申込 電話予約(011-591-0090)　定員：30名

札幌芸術の森美術館 展示室（南区芸術の森2丁目75番地）

011-591-0090

mima-no-me #みまのめ〈VOL.7〉
2021年12月17日(金)～2022年3月30日(水)　休館日：毎週月曜(1月10日、3月21日をのぞく)、年末年始(12月29日～1月3日)、1月11日(火)、 2月15日(火)～18日(金)、3月22日(火)

一般510(420)円、高大生250(170)円　※（ ）内は10名以上の団体料金 ※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。 ※高校生は土曜日並びに学校の活動での利用は無料。
9:30～17:00　入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館 アートギャラリー北海道 2F展示室（中央区北2条西15丁目）

シンクスクールジュニア
2021年4月1日(木)～2022年3月31日(木)

入学金：5500円、月謝（教室）：6600円、月謝（オンライン）：3300円 ※一部入学金を免除あり
16:30～18:00 ※【要申込】教室受講コース定員10名、オンライン聴講コース定員無し （16:00～19:00まで会場をお子さん向けに開放/お迎えは19:00まで）

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

予約
申込

第3回本郷新記念札幌彫刻賞受賞記念　高橋喜代史展　言葉は橋をかける
2021年9月11日(土)～2022年1月16日(日) 休館日：月曜日
10:00～17:00　最終入場時間 16:30
一般 500(400)円、高校・大学生 300(250)円、中学生以下無料 ※カッコ内は10名以上の団体料金 ※65歳以上は当日料金が400(団体320)円

011-642-5709

中央区宮の森4条12丁目
本郷新記念札幌彫刻美術館本館

〈作品大募集〉カタチがテーマの絵画公募展「〇展」
【応募期間】2021年10月1日(金)～2022年1月20日(木)必着

無料　※詳細は公式HPをご覧ください。（https://kouboten.wixsite.com/maruten）
【施設掲示】2022年3月3日(木)～3月6日(日)予定　【Web公開】2022年3月17日（木）～3月31日（木）予定

札幌市民ギャラリー（中央区南2条東6丁目）休館日：月曜日

 011-271-5471

つむぐ　-フライヤーでふりかえる　hitaru ＆ SCARTSの3年間

西2丁目地下歩道壁面（札幌市北1条西1丁目）
【アーカイブ展】9月24日(金)～12月26日(日)　【オンライントークイベント】12月10日(金)～12月26日(日)

無料 詳細はHPをご確認くださいhttps://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=1960

011-271-1955

四人展 「明日への歩み」
10月18日(月)～12月17日(金) 休館日：土・日・祝日

無料
9:00～17:00 ※最終日は16:00まで

丸彦渡辺建設株式会社 本社1F まるひこアートペース和(なごみ)

011-842-9584
豊平区豊平6条6丁目5番8号

Asumi Asama 浅間あす未　solo　Exhibition
2021年11月17日(水)～2022年1月17日(月)

無料
8:00～20:00　ラストオーダー19:30

POP / iN

asumi.tsuru@gmail.com
中央区大通西18丁目1

魅惑のヴェネツィアガラス展　ー受け継がれる伝統技法と美ー
2021年10月26日(火)～2022年1月24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歳以上の方は350円
10:00～17:00 ※最終入場16:30まで　※最終日は16:00閉館　最終入場は15:30まで

北一ヴェネツィア美術館（小樽市堺町5-27）

0134-33-1717

札幌美術展　佐藤　武
2021年10月9日(土)～2022年1月10日(月・祝)、11月3日以降月曜休館、年末年始（12月29日～1月3日）

一般1000（800）円、高校・大学生700（560）円、小・中学生400（320）円　※カッコ内は20名以上の団体料金
9:45～17:00（入館は16:30まで）

011-591-0090

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75番地）

ベン・シャーンと野田英夫 ー信仰との結びつきを持った共感の眼差しー展
10月28日(木)～12月19日(日)間の木、金、土、日曜日に開催

一般 500円　小学生未満 無料　障がい者手帳保有者 300円(介護者1名も同料金)
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

詳しくはHPをご確認ください。https://www.hokubu-kinen.or.jp/

HOKUBU記念絵画館（豊平区旭町1丁目1-36）

011-822-0306

予約
申込

JULMÄSSA
11月21日(日)～12月25日(土) 休館日：火曜日　【ガラスマーケット】12月17日(金)～12月19日(日)

無料
10:00～16:00

0133-26-2360

一般財団法人スウェーデン交流センター
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ2329番地25

高嶺格「歓迎されざる者～北海道バージョン」記録映像　期間限定公開
配信期間：2021年11月26日(金)10:00～2022年1月31日(月)17:00まで

無料　詳細はHPをご確認くださいhttps://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=2118
10:00～16:00

011-271-1955

オンライン開催

富野由悠季の世界　～ガンダム、イデオン、そして今
2021年11月17日(水)～2022年1月23日(日)　休館日：毎週月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）※1月10日は開館、1月11日は休館

一般1500円、高大生1000円、小中学生700円 ※未就学児は無料（要保護者同伴）※障がい者手帳をお持ちの方等は無料（介助の方は1名無料）
9:30～17:00　※最終入場は16:30まで

011-232-1373

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

コレクション・ストーリーズ　ヨーロッパの版画
2021年11月17日(水)～2022年4月3日(日) 休館日：月曜日、年末年始(12月29日～1月3日)、展示替期間等。※1月10(月・祝)は開館、1月11日(火)は閉館

一般 510(420)円、高大生 250(170)円※カッコ内は10名以上の団体料金。詳細はHPをご確認ください。https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/knb/exhibition/program/24
9:30～17:00※入場は16:30まで

011-644-6881

北海道立近代美術館 展示室A（中央区北1条西17丁目）

第11回年忘れ名画展
パートⅠ：12月1日(水)～12月13日(月)　パートⅡ：12月15日(水)～12月27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
【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

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

杉吉貢展　埋火‐uzumibi‐
12月4日(土)～12月26日(日)　定休日：毎週火曜

無料
11:00～18:00　最終日は17:00まで

GALLERY創 1階

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36　U-ステージ

北海道教育大学岩見沢校　油彩画研究室小品展「それぞれの小窓4」
12月8日(水)～12月13日(月)

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
【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

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

予約
申込
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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2021年12月8日時点の情報を元に作成しております。

※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2021年12月8日時点の情報を元に作成しております。
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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。

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。
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AYAKO YAMADA写真展 「天にいます」
12月14日(火)～12月26日(日)　休館日：毎週月曜

無料
9:00～19:00　最終日は17:00まで

札幌市資料館　ギャラリー3号室

011-251-0731
中央区大通西13丁目

松田イメルダ 手編みアルパカ展
12月21日(火)～12月26日(日)

無料
10:00～18:00　最終日は17:00まで

GALLERY ESSE

011-708-0606
北区北9条西3丁目9-1 ル・ノール北9条 1F

稲わら細工と表現のワークショップ
12月25日(土)

4000円（材料費＋お茶代込）・定員10名
13:00～17:00

虹のしっぽ　ほっぺた館

011-206-0804
南区簾舞4条3丁目4-25

彫美連続講座2021 第2回講演会 「社会性なきところに現代アートの魅力はない」
12月26日(日)

500円　会場オンライン共に定員60名(先着順)　申込方法の詳細はHPをご確認くださいhttp://www.hongoshin-smos.jp/d_detail.php?no=141
10:30～12:00　オンライン聴講も可　事前申込制

札幌市民交流プラザ 1階 SCARTSコート ※オンライン聴講(Zoom)

011-642-5709

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

シューマンとその仲間たち
12月13日(月)

1000円
開演14:00　開場13:30

奥井理ギャラリー

schumannsapporo@gmail.com
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

絵画的コンサート 安田文子ピアノコンサート ～バレエ絵画と共に～
12月14日(火)

1000円　全席指定
開演18:00　開場17:00

札幌コンサートホールKitara小ホール

050-5899-5300
中央区中島公園1-15

詩と音楽 vol.１　Liederabend (訳詞字幕付き）
12月16日(木)

一般3000円　学生1000円　ペア5000円
開演19:00 開場18:15

札幌コンサートホール　Kitara　小ホール

080-1887-1123
中央区中島公園1-15

ムジカ・アンティカ・サッポロVol.18「17世紀ドイツ室内楽曲」
12月16日(木)

3000円　
開演19:00　開場18:15

札幌豊平教会

011-665-0675
豊平区豊平6条3丁目5-15

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.７　クリスマスプログラム
12月16日(木)

一般2000円　学生1000円
開演19:00 開場18:30

時計台ホール

090-3393-4245
中央区北1条西2丁目札幌市時計台2階

馬頭琴ナーダム！「モンゴルの歌」
12月17日(金)

各回3000円　定員各回50名　小学生以下無料　ワークショップ(要予約)：無料　定員：馬頭琴 約40名、サンドアート約20名
【昼の部】開演14:00 （13:30開場）　ワークショップ16:00　【夜の部】開演18:30 （18:00開場）

札幌市民交流プラザ 1階SCARTSコート（中央区北1条西1丁目）

011-884-7129

押切雄太ピアノリサイタル
12月18日(土)

2000円　定員：各公演約20名
昼公演　開演14:00 開場13:30　夜公演　開演19:00 開場18:30

奥井理ギャラリー（中央区旭ヶ丘5丁目6-61）

090-2875-9929

クリスマスオルガンコンサート
12月18日(土)

一般 2000円　小中高生 500円　全席指定　KitaraClub会員一般 1500円　未就学児入場不可
開演15:00 開場14:00

札幌コンサートホール　Kitara　大ホール

011-520-2000

中央区中島公園1-15

「マンドリンアンサンブルそよ風」第3回定期演奏会
12月18日(土)

無料
開演14:00　開場13:30

白石区民センター　ホール

090-6213-0673
白石区南郷通1丁目南8-1　白石区複合庁舎5階

ウィスティリアアンサンブル 17th Concert
12月19日(日)

一般前売1000円　小中高生前売800円　一般・小中高生当日1200円　全席指定※0歳以上の未就学児入場可（座席使用時有料／ひざ上鑑賞無料）
開演13:30 開場13:00

札幌コンサートホール　Kitara　小ホール

090-7059-4882

中央区中島公園1-15

雅楽発表会
12月19日(日)

1000円　定員15名程度
開演15:00　開場14:30

真宗大谷派（東本願寺）札幌別院　大谷ホール

011-711-4633
中央区南7条西8丁目290番

北海道大学連合吹奏楽団 第48回定期演奏会
12月19日(日)

500円（事前申込制）
17:30開演　16:30開場

札幌コンサートホール　Kitara　大ホール

 hokudaibrass@yahoo.co.jp
中央区中島公園1-15

第127回OKUI MIGAKUギャラリーコンサート　クリスマスコンサート　札幌交響楽団フルート副首席奏者川口晃氏を迎えて
12月19日(日)

一般 3500円　高大生2000円　中学生以下無料　飲み物、軽食付(要予約)
開演17:00　開場16:30

奥井理ギャラリー

011-521-3540
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

北海学園大学吹奏楽団　第30回定期演奏会
12月19日(日)

700円　未就学児無料
開演16:00　開場15:00

札幌市教育文化会館　大ホール

080-9009-9264
中央区北１条西13丁目

野瀬栄進クリスマスコンサート
12月23日(木)

A席 4000円　B席 3500円　車椅子席 3000円　全席指定　未就学児入場不可
開演19:15 開場18:45

札幌コンサートホール　Kitara　小ホール

090-1036-4193
中央区中島公園1-15

チェロとピアノの調べを　津留崎直紀　安田文子　チェロ＆ピアノコンサート
12月21日(火)

1000円　全席指定
開演18:30　開場17:30

札幌コンサートホールKitara　小ホール

050-5899-5300
中央区中島公園1-15

ポーランド 黄金の秋 コンサートシリーズ　ピアノの調べをー朗読とともに
12月23日(木)

1000円
開演18:30　開場18:00

時計台ホール

050-5899-5300
中央区北1条西2丁目札幌市時計台2階　ホール

Kitaraのクリスマス
12月25日(土)　開演15:00 開場14:15

※U25は1996年以降にお生まれの方が対象です。(未就学児入場不可) KitaraClub会員特別料金　S 4500円　A 3500円　B 2500円
S 5500円　A 4500円　B 3500円　U25（各席）※1500円　ペアS 10000円　ペアA 8000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

クラシック音楽が世界をつなぐ～輝く未来に向けて ～ 華麗なるガラ・コンサート
12月25日(土)

S席 6500円、A席 5000円　※未就学児入場不可
開演 15:00　開場 14:15

札幌文化芸術劇場hitaru

011-612-8696
中央区北1条西1丁目

大人のためのクリスマスキャロル
12月25日(土)

2000円
開演13:30 　開場13:00

札幌市民交流プラザ　1階SCARTSコート

bluebellsmusic@aol.jp
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

「もりのなか」こどもと聴くクリスマスコンサート（札幌市さぽーとほっと基金助成事業「まちを元気にするコンサート2021」）
12月25日(土)　※申込期限12月23日(木)先着50名

無料
開演10:30　開場10:00

札幌市民交流プラザ　1階SCARTSコート

bluebellsmusic@aol.jp
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

カンマーフィルハーモニー札幌　クリスマスコンサート
12月25日(土)

無料
開演15:00　開場14:30

北区民センター　3階区民ホール

090-2873-7550
北区北25条西6丁目

ポーランド 黄金の秋 コンサートシリーズ　ショパン名曲コンサート ー朗読とともに
12月26日(日)

1000円　全席自由
開演19:00　開場18:30

札幌市民交流プラザ　1階 SCARTSコート

050-5899-5300
中央区北1条西1丁目

渡辺淳一文学館ドラマティックライブ 平野則子ソプラノリサイタル 「愛の小部屋14」
12月26日(日)

3500円
【昼公演】開演13:00  開場12:30　【夕公演】開演16:00 開場15:30

渡辺淳一文学館

011-551-1282
中央区南12条西6丁目414

北海道地区大学合唱連盟第6回合同演奏会
12月25日(土)

無料
開演18:30　開場18:00

札幌サンプラザコンサートホール

H.dairen@outlook.com
札幌市北区北24条西5丁目

♬accieの0歳からのコンサート♬　クリスマスのふしぎなはこ
12月25日(土)

一般　前売り2500円　当日3000円　学生　500円　小学生以下無料
午前の部　開演11:00 開場10:30　午後の部　開演14:00 開場13:30

札幌豊平教会　礼拝堂（豊平区豊平6条3丁目5-15）

090-9515-7229

Piazzolla　100th ANNIVERSARY CONCERT　ーピアソラ生誕100周年を記念してー
12月26日(日)　オンライン配信期間　2022年1月21日(金)19:00～1月31日(月)17:00まで

入場料（全席自由）2000円　オンライン配信視聴料（1端末あたり）1500円
開演14:30　開場14:10

011-350-1111
 エルムホール（手稲区西宮の沢3条2丁目1-8）

読書室よりみちまわりみち　第3回
12月18日(土)

500円　講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=790
14:00～16:00

さっぽろ自由学校「遊」

011-252-6752

中央区南1条西5丁目8番地　愛生舘ビル501A

〈募集〉ペット写真チャリティー『うちのこ展』
募集期間：11月15日(月)～12月15日(水)　開催期間：2022年2月17日(木)～2022年2月22日(火)

無料　詳しくはホームページをご覧のうえ同ページの応募フォームからご応募下さい。https://hokaidouk.wixsite.com/my-site-2
開催時間：11:00～18:00最終日は11:00～15:00

utinokoten@gmail.com

アートスペース201  5階D室（中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル5F）

Nyao in チャオ 2021
12月3日(金)～12月15日(水)

無料　会場が画廊喫茶ですので、喫茶メニューのご注文をお願いします。
12:00～21:00(ラストオーダー20:30)

画廊喫茶チャオ
北区北24条西4丁目モンレーブ24ビル 3F

bluerip.yuri@gmail.com

第68回 nikkor club 札幌支部写真展
12月17日(金)～12月22日(水)

無料
10:00～18:00

富士フィルムフォトサロン

011-241-7170
中央区大通西6丁目1番地富士フイルム札幌ビル1階

第67回 札幌市児童生徒席書大会
12月24日(金)～12月26日(日)

無料
10:00～18:00　最終日は16:00まで

札幌市民ギャラリー　全館

011-271-5471
中央区南2条東6丁目

＜申込受付＞ 新春あつべつ落語会
申込期間：2021年11月15日(月)～2022月1月14日(金)　開催：2022年1月15日(土)

500円　定員100名（先着順）
開演14:00　開場13:30

011-894-1581
札幌市厚別区民センター2階区民ホール（厚別区厚別中央1条5丁目3-14）

朗読会　はまなす　VOl.3
12月13日(月)

1000円　収容人数50名
開演時間13:00　開場時間12:30

札幌市民交流プラザ 2階SCARTSスタジオ

090-6268-2448
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

クラアク芸術堂特別公演『男亡者の泣きぬるところ／女亡者の泣きぬるところ』
12月14日(火)～12月19日(日)

一般 2000円　学生 1500円　セット券 3000円　※学生料金のお客様は学生証の提示をお願いする場合があります。
公演時間帯に関してはHPをご確認くださいhttps://www.clark-artcompany.com/mouja

カタリナスタジオ（北区北10条西2丁目18番地1）

090-9757-3371

Farewell　2021 くるみ割り人形
12月17日(金)

大人1800円　こども1000円（小学生以下） ※年齢制限なし
はじめての「くるみ割り人形」　開演11:30 開場11:00 ※全幕公演ではありません

札幌市教育文化会館 大ホール（中央区北1条西13丁目）

011-868-5530

劇団フルーツバスケット第28回オリジナルミュージカル公演 『えんとつ町のプペル』
12月18日(土)～12月19日(日)　

全席自由　3999円（税込）※小さなお子様でも席を利用する場合は、チケットが必要です。
①開演14:00 開場13:30　②開演17:30 開場17:00

北海道立道民活動センター かでる2・7　1階かでるホール

011-271-7077
中央区北2条西7丁目

人形浄瑠璃2021  さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座公演
12月18日(土)～12月19日(日)　

第一弾：18歳以上 前売1000円 当日1500円　小学生～高校生 500円　第二弾：大人 前売1500円 当日2000円　学生 1000円 各回定員100名
開演時間、演目の詳細はHPをご確認くださいhttps://www.syaa.jp/sisetu/gekijou/yamabiko/index.html

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

林家彦いち一門会～第6回札幌つながり寄席～
12月19日(日)　

一般  前売3500円 当日4000円　大学生以下  1000円　ジンギスカン懇親会、飲み放題付き+5000円
開演15:30　開場15:00

松尾ジンギスカン札幌北19条東店

090-4222-8881

東区北19条東8-3-2

大札幌落語会　権太楼・三三を聴く会
12月20日(月)

前売2600円　当日3000円
開演18:40　開場18:00

共済ホール

080-7000-6403
中央区北4条西1丁目1 共済ビル6F

サクラライタリウム
12月18日(土)～12月19日(日)

前売：一般1300円　学生1000円（学生は各ステージ10枚限定）　当日券：1500円　ライブストリーミング 1000円
18日 開演19:00 開場18:15　19日①開演13:00 開場12:15　②開演18:00 開場17:15 

演劇専用小劇場 BLOCH（中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F）

080-9405-6687

札幌ハムプロジェクト新作公演「サンタのひと」
12月23日(木)～12月26日(日)

一般2500円　学生1500円　小学生500円（当日＋500円）
12月23日(木)～12月24日(金) 開演19:00 開場18:30　12月25日(土)～12月26日(日) 開演14:00 開場13:30

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）

hampro.sapporo@gmail.com

日本全国　能楽キャラバン！in札幌
12月25日(土)

S席：6000円　A席：4000円　B席：2000円 ※未就学児童入場不可
開演13:00　開場12:00

札幌市教育文化会館 大ホール

011-665-0124
中央区北1条西13丁目

劇団HASCAP　ミュージカル「おぉーい　ともだち！！」サイショハヒトツノタイリクダッタ
12月25日(土)

大人（19歳以上）1000円　こども（6歳以上）500円　定員 各回100名
開演15:30　開場15:00

札幌市こどもの劇場やまびこ座

011-598-8514
東区北27条東15丁目

2022年開始「全国子ども風呂敷学校」サポート講師養成講座
12月20日(月)～12月21日(火)

1000円　参加対象 大学生・大人　定員 各回30名　※先着順
午前の部 10:00～12:00　午後の部 13:30～15:30　夜間の部 18:00～20:00 ※一日講座です。連続講座ではございません。

札幌市民芸術プラザ2階 SCARTS（中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内）

080-6078-2266

さっぽろ圏巡って買って応援キャンペーン
2021年11月22日(月)～2022年2月18日(金)

参加方法の詳細はHPをご確認くださいhttps://renkeichusu.startup-city-sapporo.com/
さっぽろ圏内の3市町村で購入したレシートを投稿すると、さっぽろ圏の特産品・ご当地グッズ詰め合わせ（5000円相当）を抽選で30名様にプレゼント！

対象エリア：さっぽろ連携中枢都市圏内の12市町村

011-210-5488

Happy Tree Street 2021
11月26日(金)～12月25日(土)

無料
SNS写真投稿キャンペーン札幌駅前通のホワイトイルミネーションやクリスマスツリーの写真を「#happytreestreet」のハッシュタグをつけてSNSに投稿すると、抽選で合計30名様に素敵なプレゼント！

詳細はHPをご確認くださいhttps://note.com/happytreestreet/n/nfc0f9f26fb7f

札幌駅前通（JRタワー～北大通）周辺の参加施設

sapporoekimaedori.shinkokai@gmail.com

2021年度 札幌遠友夜学校記念館 建設支援＝連続講座＝「海面上昇の最前線、砂浜海岸から考えるSDGs」
12月14日(火)

1000円（道民カレッジ生・学生500円） 定員40名
開演13:30　開場13:00

愛生舘サロン

011-577-1441
中央区南1条西5丁目8番地 愛生舘ビル 6階

〈申込受付〉子育ておしゃべり会
①2021年12月15日(水) 15:00～16:30 申込締切12月14日(火) ②2022年2月16日(水) 10:00～11:30申込締切12月27日(月)

800円　各回定員10名　ご家庭に乳幼児のいる方　※①と②の内容は同じです。
①白石区民センター 5階　和室A・B（白石区南郷通1丁目南8-1） ②札幌市生涯学習センター1階 演劇スタジオ1・2（西区宮の沢1条1丁目1-10）

011-671-2311

【道民カレッジ連携講座】第２回 文化財講演会「北海道・北東北の縄文遺跡群」の魅力
12月17日(金)

700円　保護協会会員無料　申込順40名とします
14:00～16:00

北海道立道民活動センター かでる2・7　7階710会議室

011-271-4220
中央区北2条西7丁目

〈申込受付〉令和３年度　えるのす連続講座～女性大学～「冬」 社会とつながり、心豊かに
申込締切：12月24日(金)　当日消印有効

受講料 1期分5500円　募集定員 北海道にお住いの女性100名
10:00～12:00※令和4年1月20日(木)は9:50開始(開講式)となります。

北海道立道民活動センター かでる2・7　4階大会議室（中央区北2条西7丁目）

011-251-6349
各演題の日程、申込方法の詳細はHPをご確認下さいhttps://l-north.jp/seminar/

『人新世の「資本論」』を読む　第3回
12月18日(土)

参加費600円　別途テキスト代1,020円＋税　齋藤幸平著『人新世の「資本論」』（集英社、2020）講座のお申込方法はHPをご確認ください
14:00～16:00

愛生舘サロン（中央区南1条西5丁目 愛生舘ビル6階）

011-252-6752

http://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=809

公開研究会　森林の権利とアイヌ民族　第3回
12月20日(月)

1000円　25歳以下 500円 http://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=792
19:00～21:00

オンライン開催（zoom使用）

moshikomi@sapporoyu.org

講座のお申込方法はHPをご確認ください

『大学による盗骨』を読む　第3回
12月22日(水)　開催時間18:45～20:45

講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=810
参加費　4000円　25歳以下2000円　別途テキスト代1800円＋税　松島泰勝・木村朗（編著） 『大学による盗骨―研究利用され続ける琉球人・アイヌ遺骨』（耕文社、2019）

さっぽろ自由学校「遊」（中央区南1条西5丁目8番地　愛生舘ビル501A）

011-252-6752

協同労働が社会を変えるー労働者協同組合法の成立と新しい働き方ー　第3回　協同の力で仕事を起こす-まちづくりにいかす
12月23日(木)　18:00～20:00

講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=802
一般1500円　会員・オンライン1000円　25歳以下500円

愛生舘サロン（愛生舘ビル6F 南側奥）※オンライン受講可
 011-252-6752中央区南1条西5丁目8番地

ウコチャランケ－話し合い－　アイヌとしての思いを伝え、表現する　第3回　民族共生の「おむすび型社会」
12月24日(金)19:00～21:00

講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=799
一般1500円　会員・オンライン1000円　25歳以下500円

さっぽろ自由学校「遊」（愛生舘ビル5F 501A）※オンライン受講可
011-252-6752中央区南1条西5丁目8番地

〈申込受付〉音楽と健康について ―音楽療法の視点から健康に影響を与える音楽について考える―
【受付期間】2022年1月21日(金) 23:55まで

1000円 ※電話等でのお申込みはできません。
【開催日】2022年1月29日(土)　13:00～14:30

オンライン開催となります。お申込みは下記URLから（定員50名）

011-742-1608
https://soccs.doorkeeper.jp/events/124438

予約
申込

コダーイ・メソッド体験セミナーVol.12
【受付期間】2021年10月5日(火)～2022年1月23日(日)

一般2000円　学生1500円
【開催日】2022年1月23日(日)13:30～16:30

札幌市資料館　2階研修室

sapporomco@gmail.com
中央区大通西13丁目

予約
申込

予約
申込

予約
申込

朗読とハープ～祈りと希望の詩をフィギュアスケート・メロディーにのせて
アーカイブ配信　12月1日(水)19:00～12月15日(水)20:30 オンライン開催となります。

チケットの購入方法・配信については（https://teket.jp/480/7347）をご確認ください
配信チケット1000円

090-8707-2688
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ジミーオールスターズ・クリスマス　Special Live 2021 in Zepp Sapporo
12月20日(月)

2000円　※チケット料金以外にドリンク代600円が当日必要です。
開演 18:30　開場 17:30

090-1528-8707

Zepp Sapporo

中央区南9条西4丁目-4
予約
申込

予約
申込

予約
申込

〈募集〉キラリ!さっぽろ公園30選 2021
募集期間：2021年8月4日(水)～2022年1月26日(水)10：00まで

無料　ウェブ上の専用応募フォームにて受付（2021年2月以降に撮影された作品に限る。）
公益財団法人札幌市公園緑化協会（中央区北1条東1丁目6-16ニューワンビル4F）

011-211-2579

特別展「小説挿絵の魅力ー文芸作品に伴走して」
10月30日(土)～12月19日(日) ※休館日：月曜日（ただし、月曜日が祝日等の場合は開館）

一般500（400）円、高大生250（200）円、中学生以下・65歳以上無料 ※カッコ内は前売および10名以上の団体料金
9:30～17:00 ※展示室入場は16:30まで

011-511-7655

北海道立文学館特別展示室（中央区中島公園1-4）

短編小説朗読会
12月25日(土)

無料　定員10名
開演17:20　開場17:00

札幌市豊平館　1階フヨウの間

090-2873-4018
中央区中島公園1-20

ゆら　ひかりとことばのあそび
12月1日(水)～12月19日(日)

喫茶店内での展示のため、ワンオーダーをお願いします
土～水曜日：11:00～20:00　ラストオーダーL.O.19:00　木・金曜日：11:30～15:00　定休日：不定休（ツイッターにて告知）

喫茶こん（東区北21条東1丁目3-1）

fufufuzin@yahoo.co.jp

《書家》最倖庵  池田守展「LIFE : Live」
2021年12月2日(木)～2022年1月10日(月・祝)

無料（喫茶店内で展示の為、お飲み物等は各自お買い求め下さい。）年末年始の営業時間の詳細はHPをご確認くださいhttp://www.cafe-esquisse.net/gallery/next.php
12:30～22:00（日祝～21:00） ※1グループ4人まで ※LO.時に来客不在の際は21:00（日祝～20:00）で閉店　定休日：毎週水曜日 ※12月14日(火)は臨時休業

CAFE ESQUISSE（中央区北1条西23丁目1-1 メゾンドブーケ円山1F）

011-615-2334

第26期特別記念展　西の鉄斎、東の晴湖展
2021年12月7日(火)～2022年3月31日(木)　休館日：月曜日、年末年始（12月20日（月）～1月10日（月・祝））

300円　大学生以下無料
10:00～17:00（入館は16:30まで）

011-552-2100
小原道城書道美術館（中央区北2条西2丁目 札幌2・2ビル2階）

第16回北海道小・中・高生短歌コンテスト
2021年12月4日(土)～2022年1月16日(日)

無料
9:30～17:00　入場は16:30まで　休館日：月曜日（ただし、月曜日が祝日等の場合は開館）、年末年始(12月29日～1月3日)、1月11日（火）

北海道立文学館 ロビー（中央区中島公園1-4）

011-511-7655

市内周遊バス「さっぽろキラキララリーバス」
12月4日(土)～12日26日(日)
15:00～22:00※毎週木曜日は運休　ルート、料金、時刻表等詳細はHPをご確認下さい
https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/r3sapporo_kirakira_bus.html

011-271-7024
観

光

札幌市立大学・道総研　共同セミナー「知活ゼミナール2021」
2021年10月25日(月)～2022年1月31日(月)

無料
会期中YouTube配信

オンライン開催となります

011-592-2346

〈申込受付〉2022年度 道銀芸術文化助成事業募集
【受付期間】10月25日(月)～12月25日(土)　当日消印有効

応募方法等詳細はHPをご確認ください。https://dogin-bunkazaidan.org/grant.html#grant_info
・対象となる芸術分野は、音楽（クラシック）、美術に限ります。・北海道内において行う演奏会、展覧会等の企画のうち、2022年度 (2022年 4月1日～2023年3月31日)に事業が開始するものが対象です。

公益財団法人 道銀文化財団（中央区大通西4丁目 道銀ビル別館8F）

011-233-1029

〈申込受付〉2022年度ほっくー基金　活動助成募集
【受付期間】2021年11月1日(月)～2022年1月31日(月)　当日消印有効

助成の詳細、応募方法等詳細はHPをご確認ください。http://www.heco-spc.or.jp/HoBiCC/hokku_josei/index.html
【対象分野】北海道における生物多様性保全を目的とする実践的な活動を対象とします。【対象活動期間】2022年4月1日(金)～2023年2月28日(火)

011-218-7811

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン「緋色の捜査網からの脱出」
2021年12月10日(金)～2022年1月10日(月・祝)

前売：一般3300円、学生3000円、グループチケット（1～6人テーブル貸切）：19200円　当日：一般3600円、学生3300円、グループチケット（1～6人テーブル貸切）：21000円
開催時間など詳しくは公式HPをご確認くださいhttps://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/conan8.html

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日の出ビル 8F）

011-522-8777
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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2021年12月8日時点の情報を元に作成しております。

※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2021年12月8日時点の情報を元に作成しております。
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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。

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。
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AYAKO YAMADA写真展 「天にいます」
12月14日(火)～12月26日(日)　休館日：毎週月曜

無料
9:00～19:00　最終日は17:00まで

札幌市資料館　ギャラリー3号室

011-251-0731
中央区大通西13丁目

松田イメルダ 手編みアルパカ展
12月21日(火)～12月26日(日)

無料
10:00～18:00　最終日は17:00まで

GALLERY ESSE

011-708-0606
北区北9条西3丁目9-1 ル・ノール北9条 1F

稲わら細工と表現のワークショップ
12月25日(土)

4000円（材料費＋お茶代込）・定員10名
13:00～17:00

虹のしっぽ　ほっぺた館

011-206-0804
南区簾舞4条3丁目4-25

彫美連続講座2021 第2回講演会 「社会性なきところに現代アートの魅力はない」
12月26日(日)

500円　会場オンライン共に定員60名(先着順)　申込方法の詳細はHPをご確認くださいhttp://www.hongoshin-smos.jp/d_detail.php?no=141
10:30～12:00　オンライン聴講も可　事前申込制

札幌市民交流プラザ 1階 SCARTSコート ※オンライン聴講(Zoom)

011-642-5709

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

シューマンとその仲間たち
12月13日(月)

1000円
開演14:00　開場13:30

奥井理ギャラリー

schumannsapporo@gmail.com
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

絵画的コンサート 安田文子ピアノコンサート ～バレエ絵画と共に～
12月14日(火)

1000円　全席指定
開演18:00　開場17:00

札幌コンサートホールKitara小ホール

050-5899-5300
中央区中島公園1-15

詩と音楽 vol.１　Liederabend (訳詞字幕付き）
12月16日(木)

一般3000円　学生1000円　ペア5000円
開演19:00 開場18:15

札幌コンサートホール　Kitara　小ホール

080-1887-1123
中央区中島公園1-15

ムジカ・アンティカ・サッポロVol.18「17世紀ドイツ室内楽曲」
12月16日(木)

3000円　
開演19:00　開場18:15

札幌豊平教会

011-665-0675
豊平区豊平6条3丁目5-15

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.７　クリスマスプログラム
12月16日(木)

一般2000円　学生1000円
開演19:00 開場18:30

時計台ホール

090-3393-4245
中央区北1条西2丁目札幌市時計台2階

馬頭琴ナーダム！「モンゴルの歌」
12月17日(金)

各回3000円　定員各回50名　小学生以下無料　ワークショップ(要予約)：無料　定員：馬頭琴 約40名、サンドアート約20名
【昼の部】開演14:00 （13:30開場）　ワークショップ16:00　【夜の部】開演18:30 （18:00開場）

札幌市民交流プラザ 1階SCARTSコート（中央区北1条西1丁目）

011-884-7129

押切雄太ピアノリサイタル
12月18日(土)

2000円　定員：各公演約20名
昼公演　開演14:00 開場13:30　夜公演　開演19:00 開場18:30

奥井理ギャラリー（中央区旭ヶ丘5丁目6-61）

090-2875-9929

クリスマスオルガンコンサート
12月18日(土)

一般 2000円　小中高生 500円　全席指定　KitaraClub会員一般 1500円　未就学児入場不可
開演15:00 開場14:00

札幌コンサートホール　Kitara　大ホール

011-520-2000

中央区中島公園1-15

「マンドリンアンサンブルそよ風」第3回定期演奏会
12月18日(土)

無料
開演14:00　開場13:30

白石区民センター　ホール

090-6213-0673
白石区南郷通1丁目南8-1　白石区複合庁舎5階

ウィスティリアアンサンブル 17th Concert
12月19日(日)

一般前売1000円　小中高生前売800円　一般・小中高生当日1200円　全席指定※0歳以上の未就学児入場可（座席使用時有料／ひざ上鑑賞無料）
開演13:30 開場13:00

札幌コンサートホール　Kitara　小ホール

090-7059-4882

中央区中島公園1-15

雅楽発表会
12月19日(日)

1000円　定員15名程度
開演15:00　開場14:30

真宗大谷派（東本願寺）札幌別院　大谷ホール

011-711-4633
中央区南7条西8丁目290番

北海道大学連合吹奏楽団 第48回定期演奏会
12月19日(日)

500円（事前申込制）
17:30開演　16:30開場

札幌コンサートホール　Kitara　大ホール

 hokudaibrass@yahoo.co.jp
中央区中島公園1-15

第127回OKUI MIGAKUギャラリーコンサート　クリスマスコンサート　札幌交響楽団フルート副首席奏者川口晃氏を迎えて
12月19日(日)

一般 3500円　高大生2000円　中学生以下無料　飲み物、軽食付(要予約)
開演17:00　開場16:30

奥井理ギャラリー

011-521-3540
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

北海学園大学吹奏楽団　第30回定期演奏会
12月19日(日)

700円　未就学児無料
開演16:00　開場15:00

札幌市教育文化会館　大ホール

080-9009-9264
中央区北１条西13丁目

野瀬栄進クリスマスコンサート
12月23日(木)

A席 4000円　B席 3500円　車椅子席 3000円　全席指定　未就学児入場不可
開演19:15 開場18:45

札幌コンサートホール　Kitara　小ホール

090-1036-4193
中央区中島公園1-15

チェロとピアノの調べを　津留崎直紀　安田文子　チェロ＆ピアノコンサート
12月21日(火)

1000円　全席指定
開演18:30　開場17:30

札幌コンサートホールKitara　小ホール

050-5899-5300
中央区中島公園1-15

ポーランド 黄金の秋 コンサートシリーズ　ピアノの調べをー朗読とともに
12月23日(木)

1000円
開演18:30　開場18:00

時計台ホール

050-5899-5300
中央区北1条西2丁目札幌市時計台2階　ホール

Kitaraのクリスマス
12月25日(土)　開演15:00 開場14:15

※U25は1996年以降にお生まれの方が対象です。(未就学児入場不可) KitaraClub会員特別料金　S 4500円　A 3500円　B 2500円
S 5500円　A 4500円　B 3500円　U25（各席）※1500円　ペアS 10000円　ペアA 8000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

クラシック音楽が世界をつなぐ～輝く未来に向けて ～ 華麗なるガラ・コンサート
12月25日(土)

S席 6500円、A席 5000円　※未就学児入場不可
開演 15:00　開場 14:15

札幌文化芸術劇場hitaru

011-612-8696
中央区北1条西1丁目

大人のためのクリスマスキャロル
12月25日(土)

2000円
開演13:30 　開場13:00

札幌市民交流プラザ　1階SCARTSコート

bluebellsmusic@aol.jp
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

「もりのなか」こどもと聴くクリスマスコンサート（札幌市さぽーとほっと基金助成事業「まちを元気にするコンサート2021」）
12月25日(土)　※申込期限12月23日(木)先着50名

無料
開演10:30　開場10:00

札幌市民交流プラザ　1階SCARTSコート

bluebellsmusic@aol.jp
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

カンマーフィルハーモニー札幌　クリスマスコンサート
12月25日(土)

無料
開演15:00　開場14:30

北区民センター　3階区民ホール

090-2873-7550
北区北25条西6丁目

ポーランド 黄金の秋 コンサートシリーズ　ショパン名曲コンサート ー朗読とともに
12月26日(日)

1000円　全席自由
開演19:00　開場18:30

札幌市民交流プラザ　1階 SCARTSコート

050-5899-5300
中央区北1条西1丁目

渡辺淳一文学館ドラマティックライブ 平野則子ソプラノリサイタル 「愛の小部屋14」
12月26日(日)

3500円
【昼公演】開演13:00  開場12:30　【夕公演】開演16:00 開場15:30

渡辺淳一文学館

011-551-1282
中央区南12条西6丁目414

北海道地区大学合唱連盟第6回合同演奏会
12月25日(土)

無料
開演18:30　開場18:00

札幌サンプラザコンサートホール

H.dairen@outlook.com
札幌市北区北24条西5丁目

♬accieの0歳からのコンサート♬　クリスマスのふしぎなはこ
12月25日(土)

一般　前売り2500円　当日3000円　学生　500円　小学生以下無料
午前の部　開演11:00 開場10:30　午後の部　開演14:00 開場13:30

札幌豊平教会　礼拝堂（豊平区豊平6条3丁目5-15）

090-9515-7229

Piazzolla　100th ANNIVERSARY CONCERT　ーピアソラ生誕100周年を記念してー
12月26日(日)　オンライン配信期間　2022年1月21日(金)19:00～1月31日(月)17:00まで

入場料（全席自由）2000円　オンライン配信視聴料（1端末あたり）1500円
開演14:30　開場14:10

011-350-1111
 エルムホール（手稲区西宮の沢3条2丁目1-8）

読書室よりみちまわりみち　第3回
12月18日(土)

500円　講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=790
14:00～16:00

さっぽろ自由学校「遊」

011-252-6752

中央区南1条西5丁目8番地　愛生舘ビル501A

〈募集〉ペット写真チャリティー『うちのこ展』
募集期間：11月15日(月)～12月15日(水)　開催期間：2022年2月17日(木)～2022年2月22日(火)

無料　詳しくはホームページをご覧のうえ同ページの応募フォームからご応募下さい。https://hokaidouk.wixsite.com/my-site-2
開催時間：11:00～18:00最終日は11:00～15:00

utinokoten@gmail.com

アートスペース201  5階D室（中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル5F）

Nyao in チャオ 2021
12月3日(金)～12月15日(水)

無料　会場が画廊喫茶ですので、喫茶メニューのご注文をお願いします。
12:00～21:00(ラストオーダー20:30)

画廊喫茶チャオ
北区北24条西4丁目モンレーブ24ビル 3F

bluerip.yuri@gmail.com

第68回 nikkor club 札幌支部写真展
12月17日(金)～12月22日(水)

無料
10:00～18:00

富士フィルムフォトサロン

011-241-7170
中央区大通西6丁目1番地富士フイルム札幌ビル1階

第67回 札幌市児童生徒席書大会
12月24日(金)～12月26日(日)

無料
10:00～18:00　最終日は16:00まで

札幌市民ギャラリー　全館

011-271-5471
中央区南2条東6丁目

＜申込受付＞ 新春あつべつ落語会
申込期間：2021年11月15日(月)～2022月1月14日(金)　開催：2022年1月15日(土)

500円　定員100名（先着順）
開演14:00　開場13:30

011-894-1581
札幌市厚別区民センター2階区民ホール（厚別区厚別中央1条5丁目3-14）

朗読会　はまなす　VOl.3
12月13日(月)

1000円　収容人数50名
開演時間13:00　開場時間12:30

札幌市民交流プラザ 2階SCARTSスタジオ

090-6268-2448
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

クラアク芸術堂特別公演『男亡者の泣きぬるところ／女亡者の泣きぬるところ』
12月14日(火)～12月19日(日)

一般 2000円　学生 1500円　セット券 3000円　※学生料金のお客様は学生証の提示をお願いする場合があります。
公演時間帯に関してはHPをご確認くださいhttps://www.clark-artcompany.com/mouja

カタリナスタジオ（北区北10条西2丁目18番地1）

090-9757-3371

Farewell　2021 くるみ割り人形
12月17日(金)

大人1800円　こども1000円（小学生以下） ※年齢制限なし
はじめての「くるみ割り人形」　開演11:30 開場11:00 ※全幕公演ではありません

札幌市教育文化会館 大ホール（中央区北1条西13丁目）

011-868-5530

劇団フルーツバスケット第28回オリジナルミュージカル公演 『えんとつ町のプペル』
12月18日(土)～12月19日(日)　

全席自由　3999円（税込）※小さなお子様でも席を利用する場合は、チケットが必要です。
①開演14:00 開場13:30　②開演17:30 開場17:00

北海道立道民活動センター かでる2・7　1階かでるホール

011-271-7077
中央区北2条西7丁目

人形浄瑠璃2021  さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座公演
12月18日(土)～12月19日(日)　

第一弾：18歳以上 前売1000円 当日1500円　小学生～高校生 500円　第二弾：大人 前売1500円 当日2000円　学生 1000円 各回定員100名
開演時間、演目の詳細はHPをご確認くださいhttps://www.syaa.jp/sisetu/gekijou/yamabiko/index.html

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

林家彦いち一門会～第6回札幌つながり寄席～
12月19日(日)　

一般  前売3500円 当日4000円　大学生以下  1000円　ジンギスカン懇親会、飲み放題付き+5000円
開演15:30　開場15:00

松尾ジンギスカン札幌北19条東店

090-4222-8881

東区北19条東8-3-2

大札幌落語会　権太楼・三三を聴く会
12月20日(月)

前売2600円　当日3000円
開演18:40　開場18:00

共済ホール

080-7000-6403
中央区北4条西1丁目1 共済ビル6F

サクラライタリウム
12月18日(土)～12月19日(日)

前売：一般1300円　学生1000円（学生は各ステージ10枚限定）　当日券：1500円　ライブストリーミング 1000円
18日 開演19:00 開場18:15　19日①開演13:00 開場12:15　②開演18:00 開場17:15 

演劇専用小劇場 BLOCH（中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F）

080-9405-6687

札幌ハムプロジェクト新作公演「サンタのひと」
12月23日(木)～12月26日(日)

一般2500円　学生1500円　小学生500円（当日＋500円）
12月23日(木)～12月24日(金) 開演19:00 開場18:30　12月25日(土)～12月26日(日) 開演14:00 開場13:30

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）

hampro.sapporo@gmail.com

日本全国　能楽キャラバン！in札幌
12月25日(土)

S席：6000円　A席：4000円　B席：2000円 ※未就学児童入場不可
開演13:00　開場12:00

札幌市教育文化会館 大ホール

011-665-0124
中央区北1条西13丁目

劇団HASCAP　ミュージカル「おぉーい　ともだち！！」サイショハヒトツノタイリクダッタ
12月25日(土)

大人（19歳以上）1000円　こども（6歳以上）500円　定員 各回100名
開演15:30　開場15:00

札幌市こどもの劇場やまびこ座

011-598-8514
東区北27条東15丁目

2022年開始「全国子ども風呂敷学校」サポート講師養成講座
12月20日(月)～12月21日(火)

1000円　参加対象 大学生・大人　定員 各回30名　※先着順
午前の部 10:00～12:00　午後の部 13:30～15:30　夜間の部 18:00～20:00 ※一日講座です。連続講座ではございません。

札幌市民芸術プラザ2階 SCARTS（中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内）

080-6078-2266

さっぽろ圏巡って買って応援キャンペーン
2021年11月22日(月)～2022年2月18日(金)

参加方法の詳細はHPをご確認くださいhttps://renkeichusu.startup-city-sapporo.com/
さっぽろ圏内の3市町村で購入したレシートを投稿すると、さっぽろ圏の特産品・ご当地グッズ詰め合わせ（5000円相当）を抽選で30名様にプレゼント！

対象エリア：さっぽろ連携中枢都市圏内の12市町村

011-210-5488

Happy Tree Street 2021
11月26日(金)～12月25日(土)

無料
SNS写真投稿キャンペーン札幌駅前通のホワイトイルミネーションやクリスマスツリーの写真を「#happytreestreet」のハッシュタグをつけてSNSに投稿すると、抽選で合計30名様に素敵なプレゼント！

詳細はHPをご確認くださいhttps://note.com/happytreestreet/n/nfc0f9f26fb7f

札幌駅前通（JRタワー～北大通）周辺の参加施設

sapporoekimaedori.shinkokai@gmail.com

2021年度 札幌遠友夜学校記念館 建設支援＝連続講座＝「海面上昇の最前線、砂浜海岸から考えるSDGs」
12月14日(火)

1000円（道民カレッジ生・学生500円） 定員40名
開演13:30　開場13:00

愛生舘サロン

011-577-1441
中央区南1条西5丁目8番地 愛生舘ビル 6階

〈申込受付〉子育ておしゃべり会
①2021年12月15日(水) 15:00～16:30 申込締切12月14日(火) ②2022年2月16日(水) 10:00～11:30申込締切12月27日(月)

800円　各回定員10名　ご家庭に乳幼児のいる方　※①と②の内容は同じです。
①白石区民センター 5階　和室A・B（白石区南郷通1丁目南8-1） ②札幌市生涯学習センター1階 演劇スタジオ1・2（西区宮の沢1条1丁目1-10）

011-671-2311

【道民カレッジ連携講座】第２回 文化財講演会「北海道・北東北の縄文遺跡群」の魅力
12月17日(金)

700円　保護協会会員無料　申込順40名とします
14:00～16:00

北海道立道民活動センター かでる2・7　7階710会議室

011-271-4220
中央区北2条西7丁目

〈申込受付〉令和３年度　えるのす連続講座～女性大学～「冬」 社会とつながり、心豊かに
申込締切：12月24日(金)　当日消印有効

受講料 1期分5500円　募集定員 北海道にお住いの女性100名
10:00～12:00※令和4年1月20日(木)は9:50開始(開講式)となります。

北海道立道民活動センター かでる2・7　4階大会議室（中央区北2条西7丁目）

011-251-6349
各演題の日程、申込方法の詳細はHPをご確認下さいhttps://l-north.jp/seminar/

『人新世の「資本論」』を読む　第3回
12月18日(土)

参加費600円　別途テキスト代1,020円＋税　齋藤幸平著『人新世の「資本論」』（集英社、2020）講座のお申込方法はHPをご確認ください
14:00～16:00

愛生舘サロン（中央区南1条西5丁目 愛生舘ビル6階）

011-252-6752

http://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=809

公開研究会　森林の権利とアイヌ民族　第3回
12月20日(月)

1000円　25歳以下 500円 http://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=792
19:00～21:00

オンライン開催（zoom使用）

moshikomi@sapporoyu.org

講座のお申込方法はHPをご確認ください

『大学による盗骨』を読む　第3回
12月22日(水)　開催時間18:45～20:45

講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=810
参加費　4000円　25歳以下2000円　別途テキスト代1800円＋税　松島泰勝・木村朗（編著） 『大学による盗骨―研究利用され続ける琉球人・アイヌ遺骨』（耕文社、2019）

さっぽろ自由学校「遊」（中央区南1条西5丁目8番地　愛生舘ビル501A）

011-252-6752

協同労働が社会を変えるー労働者協同組合法の成立と新しい働き方ー　第3回　協同の力で仕事を起こす-まちづくりにいかす
12月23日(木)　18:00～20:00

講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=802
一般1500円　会員・オンライン1000円　25歳以下500円

愛生舘サロン（愛生舘ビル6F 南側奥）※オンライン受講可
 011-252-6752中央区南1条西5丁目8番地

ウコチャランケ－話し合い－　アイヌとしての思いを伝え、表現する　第3回　民族共生の「おむすび型社会」
12月24日(金)19:00～21:00

講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=799
一般1500円　会員・オンライン1000円　25歳以下500円

さっぽろ自由学校「遊」（愛生舘ビル5F 501A）※オンライン受講可
011-252-6752中央区南1条西5丁目8番地

〈申込受付〉音楽と健康について ―音楽療法の視点から健康に影響を与える音楽について考える―
【受付期間】2022年1月21日(金) 23:55まで

1000円 ※電話等でのお申込みはできません。
【開催日】2022年1月29日(土)　13:00～14:30

オンライン開催となります。お申込みは下記URLから（定員50名）

011-742-1608
https://soccs.doorkeeper.jp/events/124438

予約
申込

コダーイ・メソッド体験セミナーVol.12
【受付期間】2021年10月5日(火)～2022年1月23日(日)

一般2000円　学生1500円
【開催日】2022年1月23日(日)13:30～16:30

札幌市資料館　2階研修室

sapporomco@gmail.com
中央区大通西13丁目

予約
申込

予約
申込

予約
申込

朗読とハープ～祈りと希望の詩をフィギュアスケート・メロディーにのせて
アーカイブ配信　12月1日(水)19:00～12月15日(水)20:30 オンライン開催となります。

チケットの購入方法・配信については（https://teket.jp/480/7347）をご確認ください
配信チケット1000円

090-8707-2688

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

ジミーオールスターズ・クリスマス　Special Live 2021 in Zepp Sapporo
12月20日(月)

2000円　※チケット料金以外にドリンク代600円が当日必要です。
開演 18:30　開場 17:30

090-1528-8707

Zepp Sapporo

中央区南9条西4丁目-4
予約
申込

予約
申込

予約
申込

〈募集〉キラリ!さっぽろ公園30選 2021
募集期間：2021年8月4日(水)～2022年1月26日(水)10：00まで

無料　ウェブ上の専用応募フォームにて受付（2021年2月以降に撮影された作品に限る。）
公益財団法人札幌市公園緑化協会（中央区北1条東1丁目6-16ニューワンビル4F）

011-211-2579

特別展「小説挿絵の魅力ー文芸作品に伴走して」
10月30日(土)～12月19日(日) ※休館日：月曜日（ただし、月曜日が祝日等の場合は開館）

一般500（400）円、高大生250（200）円、中学生以下・65歳以上無料 ※カッコ内は前売および10名以上の団体料金
9:30～17:00 ※展示室入場は16:30まで

011-511-7655

北海道立文学館特別展示室（中央区中島公園1-4）

短編小説朗読会
12月25日(土)

無料　定員10名
開演17:20　開場17:00

札幌市豊平館　1階フヨウの間

090-2873-4018
中央区中島公園1-20

ゆら　ひかりとことばのあそび
12月1日(水)～12月19日(日)

喫茶店内での展示のため、ワンオーダーをお願いします
土～水曜日：11:00～20:00　ラストオーダーL.O.19:00　木・金曜日：11:30～15:00　定休日：不定休（ツイッターにて告知）

喫茶こん（東区北21条東1丁目3-1）

fufufuzin@yahoo.co.jp

《書家》最倖庵  池田守展「LIFE : Live」
2021年12月2日(木)～2022年1月10日(月・祝)

無料（喫茶店内で展示の為、お飲み物等は各自お買い求め下さい。）年末年始の営業時間の詳細はHPをご確認くださいhttp://www.cafe-esquisse.net/gallery/next.php
12:30～22:00（日祝～21:00） ※1グループ4人まで ※LO.時に来客不在の際は21:00（日祝～20:00）で閉店　定休日：毎週水曜日 ※12月14日(火)は臨時休業

CAFE ESQUISSE（中央区北1条西23丁目1-1 メゾンドブーケ円山1F）

011-615-2334

第26期特別記念展　西の鉄斎、東の晴湖展
2021年12月7日(火)～2022年3月31日(木)　休館日：月曜日、年末年始（12月20日（月）～1月10日（月・祝））

300円　大学生以下無料
10:00～17:00（入館は16:30まで）

011-552-2100
小原道城書道美術館（中央区北2条西2丁目 札幌2・2ビル2階）

第16回北海道小・中・高生短歌コンテスト
2021年12月4日(土)～2022年1月16日(日)

無料
9:30～17:00　入場は16:30まで　休館日：月曜日（ただし、月曜日が祝日等の場合は開館）、年末年始(12月29日～1月3日)、1月11日（火）

北海道立文学館 ロビー（中央区中島公園1-4）

011-511-7655

市内周遊バス「さっぽろキラキララリーバス」
12月4日(土)～12日26日(日)
15:00～22:00※毎週木曜日は運休　ルート、料金、時刻表等詳細はHPをご確認下さい
https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/r3sapporo_kirakira_bus.html

011-271-7024
観

光

札幌市立大学・道総研　共同セミナー「知活ゼミナール2021」
2021年10月25日(月)～2022年1月31日(月)

無料
会期中YouTube配信

オンライン開催となります

011-592-2346

〈申込受付〉2022年度 道銀芸術文化助成事業募集
【受付期間】10月25日(月)～12月25日(土)　当日消印有効

応募方法等詳細はHPをご確認ください。https://dogin-bunkazaidan.org/grant.html#grant_info
・対象となる芸術分野は、音楽（クラシック）、美術に限ります。・北海道内において行う演奏会、展覧会等の企画のうち、2022年度 (2022年 4月1日～2023年3月31日)に事業が開始するものが対象です。

公益財団法人 道銀文化財団（中央区大通西4丁目 道銀ビル別館8F）

011-233-1029

〈申込受付〉2022年度ほっくー基金　活動助成募集
【受付期間】2021年11月1日(月)～2022年1月31日(月)　当日消印有効

助成の詳細、応募方法等詳細はHPをご確認ください。http://www.heco-spc.or.jp/HoBiCC/hokku_josei/index.html
【対象分野】北海道における生物多様性保全を目的とする実践的な活動を対象とします。【対象活動期間】2022年4月1日(金)～2023年2月28日(火)

011-218-7811

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン「緋色の捜査網からの脱出」
2021年12月10日(金)～2022年1月10日(月・祝)

前売：一般3300円、学生3000円、グループチケット（1～6人テーブル貸切）：19200円　当日：一般3600円、学生3300円、グループチケット（1～6人テーブル貸切）：21000円
開催時間など詳しくは公式HPをご確認くださいhttps://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/conan8.html

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日の出ビル 8F）

011-522-8777
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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。

■ 設置場所　地下鉄大通駅コンコース横（出口 5 横）

■ E-mail　mail@sapporo-info.com

■ 営業時間　10:00 ～ 20:00（日・祝は 10:00 ～ 19:00）
 　   〈年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日休館〉

茨 弓月・togaku 青少年イラスト2人展 「記憶とトイボックス」
12月8日(水)～12月13日(月)

無料
11:00～18:00　最終日は17:00まで

ビストロカフェ+ギャラリー　オマージュ

090-5225-4045
中央区南1条西5丁目プレジデント松井ビル100　1F

蓼喰ふ虫も酒器好き 2021
12月11日(土)～12月26日(日)　休館日：木曜、金曜日

無料
10:00～18:00

悠遊舎ぎゃらりぃ SAPPORO

011-839-2277
白石区本郷通11丁目北1番1号サンフラワーズ本郷A 1F

ひらひら展 Vol.8
12月11日(土)～12月17日(金)　定休日：毎週火曜

無料
11:00～20:00　最終日は17:00まで

北海道教育大学アーツ＆スポーツ文化複合施設HUG　1Fメインギャラリー・サブギャラリー

heimen.zemi2@gmail.com
中央区北1条東2丁目4札幌軟石蔵

絵を描かなくても食べていけます
12月14日(火)～12月19日(日)

無料
10:00～19:00　最終日は17:00まで

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

011-708-0606
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

谷掛幸恵個展「回帰」
12月14日(火)～12月28日(火)　休館日：日、月曜日

当店はBARのため飲食のご注文をお願いしております。
20:00～25:00

BAR＆GALLERY　卍

011-839-0461
中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F

道銀文化財団 企画展■CUBE■2021　椎名澄子・小さいうた
2021年12月14日(火)～2022年1月15日(土)　休館日:12月31日～1月3日

無料
7:00～20:00　最終日は15:00まで

011-233-1029
北海道銀行本店ビル1F（中央区大通西4丁目）

「SAPPORO 竹あかり・風呂敷フェスティバル、竹あかり制作とトークライブ」
【竹あかり・門松制作ワークショップ】 12月17日（金）～12月19日（日）
定員：各回10名（予約先着順）参加費：1000円 定員：70名限定（予約先着順）参加費：1000円
ワークショップの開催時間は公式HPをご確認ください。（https://www.snow-hokkaido.com/）

【リアルトークライブ】　12月17日（金）　18:00（開場 17:30）

090-6877-7020

北海道新聞連載「西洋建築紀行」展　西洋建築が、美しい。
12月17日(金)～12月19日(日)

無料
10:00～18:00　最終日は17:00まで

北海道新聞社　1階　Do-BOX

E-mail sapporomant@yahoo.co.jp
中央区大通西3丁目6

三岸が愛した札幌　
2021年12月17日(金)～2022年4月10日(日)　休館日：毎週月曜(1月10日、3月21日をのぞく)、月曜が祝日の場合は翌火曜(1月11日、3月22日)、年末年始(12月29日～1月3日)展示替等休館(2月15日～2月18日、3月31日～4月3日)

一般510(420)円、高大生250(170)円 ※（ ）内は10名以上の団体料金※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。※高校生は土曜日並びに学校教育での利用は無料。
9:30～17:00入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館（中央区北2条西15丁目）

White Love Cinema2021『アメリ』
12月18日(土)～12月19日(日)

特典付きペアチケットのみ 5000円　特典：クリームブリュレ、１ドリンク、オリジナルデザインの白い恋人（ホワイト）3個入小箱 ※特典1セットがお二人分付きます。各回18組限定
上映19:00　受付18：15～18：45

白い恋人パークチョコレートラウンジ・オックスフォード

kinomado@gmail.com

西区宮の沢2条2丁目11-36

第８回　無声映画を体験しよう！「沓掛時次郎」
12月19日(日)

1000円
開演：14:30

札幌市資料館２階　研修室

090-6566-4726
中央区大通西13丁目

まるもの冬こもの
12月21日(火)～12月25日(土)

無料
10:00～20:00

マルヤマクラス　2F・下りエスカレーター前

marumono@gmail.com
中央区南1条西27-1-1

佐藤　武　アーティストトーク
12月18日(土)　16:00～16:40　※40分程度

※完全予約制　トークの様子を動画配信サイト（YouTube）にて、期間限定で配信予定https://artpark.or.jp/tenrankai-event/r3-satotakeshi/
無料　※当日有効の観覧券が必要　申込 電話予約(011-591-0090)　定員：30名

札幌芸術の森美術館 展示室（南区芸術の森2丁目75番地）

011-591-0090

mima-no-me #みまのめ〈VOL.7〉
2021年12月17日(金)～2022年3月30日(水)　休館日：毎週月曜(1月10日、3月21日をのぞく)、年末年始(12月29日～1月3日)、1月11日(火)、 2月15日(火)～18日(金)、3月22日(火)

一般510(420)円、高大生250(170)円　※（ ）内は10名以上の団体料金 ※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。 ※高校生は土曜日並びに学校の活動での利用は無料。
9:30～17:00　入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館 アートギャラリー北海道 2F展示室（中央区北2条西15丁目）

シンクスクールジュニア
2021年4月1日(木)～2022年3月31日(木)

入学金：5500円、月謝（教室）：6600円、月謝（オンライン）：3300円 ※一部入学金を免除あり
16:30～18:00 ※【要申込】教室受講コース定員10名、オンライン聴講コース定員無し （16:00～19:00まで会場をお子さん向けに開放/お迎えは19:00まで）

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

予約
申込

第3回本郷新記念札幌彫刻賞受賞記念　高橋喜代史展　言葉は橋をかける
2021年9月11日(土)～2022年1月16日(日) 休館日：月曜日
10:00～17:00　最終入場時間 16:30
一般 500(400)円、高校・大学生 300(250)円、中学生以下無料 ※カッコ内は10名以上の団体料金 ※65歳以上は当日料金が400(団体320)円

011-642-5709

中央区宮の森4条12丁目
本郷新記念札幌彫刻美術館本館

〈作品大募集〉カタチがテーマの絵画公募展「〇展」
【応募期間】2021年10月1日(金)～2022年1月20日(木)必着

無料　※詳細は公式HPをご覧ください。（https://kouboten.wixsite.com/maruten）
【施設掲示】2022年3月3日(木)～3月6日(日)予定　【Web公開】2022年3月17日（木）～3月31日（木）予定

札幌市民ギャラリー（中央区南2条東6丁目）休館日：月曜日

 011-271-5471

つむぐ　-フライヤーでふりかえる　hitaru ＆ SCARTSの3年間

西2丁目地下歩道壁面（札幌市北1条西1丁目）
【アーカイブ展】9月24日(金)～12月26日(日)　【オンライントークイベント】12月10日(金)～12月26日(日)

無料 詳細はHPをご確認くださいhttps://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=1960

011-271-1955

四人展 「明日への歩み」
10月18日(月)～12月17日(金) 休館日：土・日・祝日

無料
9:00～17:00 ※最終日は16:00まで

丸彦渡辺建設株式会社 本社1F まるひこアートペース和(なごみ)

011-842-9584
豊平区豊平6条6丁目5番8号

Asumi Asama 浅間あす未　solo　Exhibition
2021年11月17日(水)～2022年1月17日(月)

無料
8:00～20:00　ラストオーダー19:30

POP / iN

asumi.tsuru@gmail.com
中央区大通西18丁目1

魅惑のヴェネツィアガラス展　ー受け継がれる伝統技法と美ー
2021年10月26日(火)～2022年1月24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歳以上の方は350円
10:00～17:00 ※最終入場16:30まで　※最終日は16:00閉館　最終入場は15:30まで

北一ヴェネツィア美術館（小樽市堺町5-27）

0134-33-1717

札幌美術展　佐藤　武
2021年10月9日(土)～2022年1月10日(月・祝)、11月3日以降月曜休館、年末年始（12月29日～1月3日）

一般1000（800）円、高校・大学生700（560）円、小・中学生400（320）円　※カッコ内は20名以上の団体料金
9:45～17:00（入館は16:30まで）

011-591-0090

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75番地）

ベン・シャーンと野田英夫 ー信仰との結びつきを持った共感の眼差しー展
10月28日(木)～12月19日(日)間の木、金、土、日曜日に開催

一般 500円　小学生未満 無料　障がい者手帳保有者 300円(介護者1名も同料金)
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

詳しくはHPをご確認ください。https://www.hokubu-kinen.or.jp/

HOKUBU記念絵画館（豊平区旭町1丁目1-36）

011-822-0306

予約
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JULMÄSSA
11月21日(日)～12月25日(土) 休館日：火曜日　【ガラスマーケット】12月17日(金)～12月19日(日)

無料
10:00～16:00

0133-26-2360

一般財団法人スウェーデン交流センター
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ2329番地25

高嶺格「歓迎されざる者～北海道バージョン」記録映像　期間限定公開
配信期間：2021年11月26日(金)10:00～2022年1月31日(月)17:00まで

無料　詳細はHPをご確認くださいhttps://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=2118
10:00～16:00

011-271-1955

オンライン開催

富野由悠季の世界　～ガンダム、イデオン、そして今
2021年11月17日(水)～2022年1月23日(日)　休館日：毎週月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）※1月10日は開館、1月11日は休館

一般1500円、高大生1000円、小中学生700円 ※未就学児は無料（要保護者同伴）※障がい者手帳をお持ちの方等は無料（介助の方は1名無料）
9:30～17:00　※最終入場は16:30まで

011-232-1373

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

コレクション・ストーリーズ　ヨーロッパの版画
2021年11月17日(水)～2022年4月3日(日) 休館日：月曜日、年末年始(12月29日～1月3日)、展示替期間等。※1月10(月・祝)は開館、1月11日(火)は閉館

一般 510(420)円、高大生 250(170)円※カッコ内は10名以上の団体料金。詳細はHPをご確認ください。https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/knb/exhibition/program/24
9:30～17:00※入場は16:30まで

011-644-6881

北海道立近代美術館 展示室A（中央区北1条西17丁目）

第11回年忘れ名画展
パートⅠ：12月1日(水)～12月13日(月)　パートⅡ：12月15日(水)～12月27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
【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

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

杉吉貢展　埋火‐uzumibi‐
12月4日(土)～12月26日(日)　定休日：毎週火曜

無料
11:00～18:00　最終日は17:00まで

GALLERY創 1階

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36　U-ステージ

北海道教育大学岩見沢校　油彩画研究室小品展「それぞれの小窓4」
12月8日(水)～12月13日(月)

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
【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

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
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