
〈無料ご招待申込受付〉北海道銀行創立70周年  道銀文化財団創立30周年記念　記念美術展
9月15日(水)～11月7日(日) 休館日：月曜日（9/20、11/1をのぞく）、9月21日(火)

無料
9:30～17:00（入場は16時30分まで）

011-233-1029
北海道立近代美術館展示室A 2階（中央区北1条西17丁目）

世界のリーダーがアートを学ぶわけ　―アート思考にふれる―
【受付期間】9月17日(金)23:55まで 【開催日】9月25日(土)

一般1000円 ※電話等でのお申込み不可
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/123296
【主催者】札幌大谷大学・同短期大学部 公開講座担当

第25期特別展　近代日本画と帝室技芸員の人々展
8月10日(火)～11月30日(火)　休館日：月曜日、お盆（8月13日～15日）

一般　300円（大学生以下無料）
10:00～17:00

011-552-2100

小原道城書道美術館
中央区北2条西2丁目41セコム損保札幌ビル2F

山川真一　色彩のプロムナード展
8月12日(木)～10月3日(日) ※休館日：毎週月・火・水定休日

一般：500円　 小学生未満：無料　障害者手帳保有者：300円
10:00～17:00（最終入場は閉館30分前まで）

HOKUBU記念絵画館

011-822-0306
豊平区旭町1丁目1-36

韓国イラスト×ポジャギ展
9月7日(火)～9月12日(日) ※月曜日休館

無料
11:00～18:00最終日は16:00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

第13回 銀の華展
9月9日(木)～9月11日(土)

入場無料
11:00～18:00　最終日は17：00まで

大通ビッセギャラリー

011-769-0506
中央区大通西３丁目7北洋大通センター

第33回 北海道篆刻協会展
9月9日(木)～9月14日(火) ※水曜日休館

無料
10:00～18:00（最終日は17:00まで）

道新ぎゃらりー

050-3554-7371
中央区大通西3丁目6道新ビル大通館 7F

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
9月11日(土)～12月5日(日) 休館日：月曜日※ただし9月20日(月・祝)は開館し9月21日(火)は休館

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
緊急事態宣言を受け施設が9月12日(日)まで閉館となっており、イベントは9月14日(火)から再開予定

10:00～17:00　最終入場時間 16:30

011-642-5709

本郷新記念札幌彫刻美術館本館（中央区宮の森4条12丁目）

第40回記念道彩展
9月15日(水)～9月20日(月・祝)

500円（大学生400円）、高校生以下無料
10:00～18:00　入場17:30まで　最終日入場16:00まで

札幌市民ギャラリー

080-3234-8821
中央区南2条東6丁目

御大典記念 特別展 「よみがえる正倉院宝物」 ―再現模造にみる天平の技―
9月15日(水)～11月7日(日)
一般 1600（1400）円、高大生800（600）円、中学生600（400）円 ※カッコ内は割引料金です。

9:30～17:00（入場は16:30まで） 北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

011-210-5731

 ※小学生以下無料(要保護者同伴) ※障害者手帳等をご提示の方とその介護者(1名)は無料 （https://shosoin.exhibit.jp/）
詳細は公式HPをご覧ください。

【近美コレクション】コレクション・ストーリーズ　日本近代の美術
9月15日(水)～11月7日(日) 休館日：月曜日（月曜日が祝日または振替休日のときは開館、翌火曜日は休館）

〔一般〕510(420)円 〔高大生〕250(170)円 ※カッコ内は割引料金です。詳細は公式HPをご覧ください。（https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/knb/exhibition/program/23）
9:30～17:00（入場は16:30まで）

011-644-6882

北海道立近代美術館展示室A 1階（中央区北1条西17丁目）

第7回北の病展
9月16日(木)～9月21日(火)

入場無料

【開催時間】 平日〔16日(木)、17日(金)〕13:00～20:00　土日祝〔18日(土)、19日(日)、20日(月・祝)〕11:00～18:00
最終日〔21日(火)〕13:00～16:00

アートスペース201　6階 A室、B室、C室（中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル5・6F）

050-5326-8186

アートフェスティバル　閃
9月17日(金)～9月30日(木)

開催時間等の詳細は各店舗のHP、facebook、Twitterでご確認ください。
作品展示店舗：薬酒BAR、BerClione、ベンベラネットワークカンパニー、珍問屋、月織堂

050-3647-0415

陶芸 三者三様 2021 秋
9月18日(土)～10月3日(日)※木曜、金曜休館

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

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（受講）：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、オンライン受講コース定員無し

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

建設工事現場の壁を彩る会
6月23日(水)～10月31日(日)建設工事が終了し、壁が撤去され次第終了します。

無料
野外ギャラリーのため、天候が著しく崩れる際には展示作品を一時避難させる可能性があります。

Hof.水車町（会場は豊平区水車町3丁目2） 080-4509-7992

びょういんあーとぷろじぇくと19-21　vol.3『はな・うた・さんぽ』展
5月31日(月)～10月1日(金)

無料
12:00～18:00

札幌ライラック病院1階待合室と通路など

hpj2021@hinoma.com
豊平区豊平6条8丁目2-1

〈作品募集〉札幌ドーム開業20周年記念絵画展(兼　第11回こども絵画展)
応募期間：7月1日(木)～9月20日(月・祝) ※応募作品は10月中旬頃～11月末の期間（予定）、札幌ドームに展示いたします。

無料 ※作品の応募方法はHPをご確認ください。https://www.sapporo-dome.co.jp/
入賞作品は10月中旬頃にウェブサイトで発表

011-850-1000

札幌ドーム（豊平区羊ケ丘1）

アート×コミュニケーション＝キース・へリング展
7月17日(土)～9月26日(日)

一般1500（1300）円、高大学生800（600）円、小中学生500（300）円、65歳以上1300（1100）円　※カッコ内は20名以上の団体料金
9:45～17:30 ※9月は17:00まで、入館は閉館30分前まで

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）
詳しくはHPでご確認下さい　https://artpark.or.jp/

011-591-0090

あべ弘士　絵本原画展「氷上カーニバル」
8月3日(火)～10月3日(日)　9:00～17:00

無料
※緊急事態宣言に伴い、9月1日(水)～12日(日)はお休みとなります。

札幌市こども人形劇場こぐま座 資料室「MA・SO・BO」657美術館

011-512-6886
中央区中島公園1-1

柿崎熙 展　林縁からー胚胎
8月3日(火)～10月1日(金)

無料
9:00～15:00（土曜・日曜・祝日を除く銀行営業日・営業時間内）

北海道銀行本店営業部 1階ロビー

011-233-1029
中央区大通西4丁目1 道銀ビル1F

ポーランド名画ビデオ鑑賞&交流会2021『COLD WAR あの歌、2つの心』
【受付期間】10月1日(金)まで 【開催日】10月1日(金)

無料
18:30（開場30分前）～20:30 ※要予約（定員30人、先着順）

札幌エルプラザ4F 大研修室AB

090-1306-7462
北区北8条西3丁目

予約
申込

北海道の福祉とアートVol. 4　杉ちゃんブラザーズ「まネッコ大好き!!」 杉田希望＆杉田宇宙展（二人の描いた時間）
8月18日(水)～9月10日(金)土日祝日休館

無料
10:00～18:00（最終日16:30まで）

NAKAHARA DENKI Free Information Gallery

011-261-6511
中央区北2条西2丁目29-1札幌ウイングビル1F

大江夢・山口未森　写真と絵の二人展「そのまま」
8月25日(水)～9月6日(月)

無料
11:00～18:00（初日14：00～、最終日16：00まで）

カフェ+ギャラリー オマージュ

011-232-3980
中央区南1条西5丁目プレジデント松井ビル1F

ファミリー文学館　「彫り続けた北の自然ー絵本画家・手島圭三郎の40年」
8月28日(土)～10月17日(日)　44日間　休館日/毎週月曜日(9月20日は除く)、9月21日（火）

無料
9:30～17:00

011-511-7655
北海道立文学館特別展示室（中央区中島公園1-4）

こども向け・特別ワークショップ 「絵本作家・あべ弘士さんと動物の工作をしよう！」
【受付期間】9月1日(水)9:00より電話受付開始　【開催日】9月23日(木・祝)

【参加料】300円（幼児は保護者同伴） ※定員25名
13:00～14:30

011-512-6886
中島児童会館（中央区中島公園1-1）

予約
申込

言葉の静脈と音楽の動脈を持つ生き物
【展覧会】【公開音楽制作】9月5日(日)～9月10日(金)【コンサート】9月11日(土)

9月5日(日)～10日(金) 入場・観覧無料　11日はコンサートのため入場料3000円
【展覧会】11:00～18:00（初日14:00～）【公開音楽制作】17:00～18:00 【コンサート】開場14:00/開演14:40

OKUI MIGAKU（奥井理） ギャラリー
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

mayuinaba.art@gmail.com

第53回道美展（公募展）
【会期】9月7日(火)～9月12日(日)

一般：当日500円　70才以上、障がい者、高校生以下無料
初日13:00～17:00、中日は10:00～17:00※最終日の入場は15:30まで、16:00閉鎖

札幌市民ギャラリー【1F】第1～3展示室 【2F】第4～5展示室

090-6263-7416
中央区南2条東6丁目

吉田みなみ個展　地のうえのひと
9月1日(水)～9月18日(土) ※日・月定休（祝日の場合は翌平日休）

【参加費】1500円／対象年齢5歳以上先着順
11:00～19:00 ※9月3日(金)、10日(金)、17日(金)は17:00～18:00　9月4日(土)、11日(土)18日(土)は11:00～12:00　定員：各回4名

011-302-3333

庭ギャラリー（中央区大通西17丁目1-17庭ビル2F）

パルコトップシネマ2021　Youth and Thriller！(ユース&スリラー）
9月11日(土)～12日(日)

人工芝シート席：1500円チェア席：1800円
17:30開場/18:00上映 （定員：人口芝シート席54席／チェア席26席、合計80席）

札幌パルコ　屋上特設会場（中央区南1条西3丁目3）

kinomado@gmail.com

予約
申込

予約
申込
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■ 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〉
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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拡大防止のため、2021年7月22日から
当面の間、休館しております。



豊田勇造ライブ in 札幌 2021
9月15日(水)

予約3500円、当日4000円（1ドリンク付き）※定員20名
開場18:30/開演19:00 ※開演時間に変更の場合あり 

フェアトレード雑貨＆レストラン「みんたる」

011-756-3600
北区北14条西3丁目2-19

新琴似音楽祭2021
9月12日（日）13：00～

無料
Youtubeにてライブ配信

WEBにて開催

090-2874-5368
http://shinonsai.starfree.jp/

第27回チャリティー北海道大衆音楽祭
9月12日(日)

出場者が参加料10000円に対し1000円券希望枚数を配布その入場券を観客に配布し観客が入場する。
9:00～19:00

札幌市共済ホール

011-822-8790

中央区北4条西1丁目共済ビル6F

第1512回 札幌市民劇場 東 園己メゾソプラノリサイタル
9月9日(木)

〔一般〕3000円　〔学生〕2000円
開場18:30/開演19:00

札幌コンサートホールKitara小ホール

080-6081-8688
中央区中島公園1-15

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
【開催日】2022年1月29日(土)　13:00～14:30
一般1000円前払い ※電話等でのお申込み不可 011-742-1608

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.６　スペインのピアノ曲
9月16日(木)

入場料：2000円　学生1000円
開場18:30/開演19:00

札幌市時計台ホール

090-3393-4245
中央区北1条西2丁目時計台内

北海道日本歌曲研究会　演奏会　團伊玖磨　没後二十年に寄せて
9月18日(土)

〔一般〕2000円　〔学生〕1000円
開演13:30

ザ・ルーテルホール

011-640-6673
中央区大通西6丁目3-1

〈Kitara・アクロス福岡連携事業〉 安永 徹＆市野 あゆみ～札響・九響の室内楽
9月18日(土)

全席指定（税込）：〔一般〕4500円 〔U25〕1000円 (未就学児入場不可） 〔KitaraClub会員料金〕 一般 4000円
開場15:30/開演16:00

札幌コンサートホールKitara小ホール

011-520-1234

中央区中島公園1-5

フォトサークルSOU写真展「自然賛華」Vol.18
9月3日(金)～9月8日(水)

無料
10:00～18:00

富士フイルムフォトサロン札幌

011-241-7170
中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1階

アルフォトクラブ写真展　写感距離を撮る！
9月10日(金)～9月15日(水)

無料
10:00～18:00

富士フイルムフォトサロン札幌

011-241-7170
中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1階

MARCO写真展：あつあつ！おでんカルテット
9月17日(金)～9月22日(水)

無料
10:00～18:00

富士フイルムフォトサロン札幌

011-241-7170
中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1階

札幌「大きな夢」第16回公演ミュージカル「あまんじゃくの桜貝」
9月10日(金)～9月13日(月)

配信チケット2300円
9月10日 昼組(10:00開始) 夕組(13:00開始)　9月13日23:59 終了

https://biggg-stage.zaiko.io/_buy/1qzi:Rx:b473a
配信チケットご希望の方は下記URLよりお申込みください。
WEBにて動画配信（https://sap-ookinayume.com/）

info2@gekidan-bdp.jp

劇団 ハンディキャップシアター Show Time 第3回定期公演
9月19日(日)

全席指定　大人1000円　学生以下500円　幼児無料
【1回目】 開場 12:30 開演 13:00 【2回目】 開場 14:30 開演 15:00

サンピアザ劇場（厚別区厚別中央2条5丁目7-2）

090-5073-3356

北海道ダンスプロジェクト公演「HDP DANCE PREMIUM 2021」
9月19日(日)

全席自由 3000円(前売・当日共)
開場16:00/開演17:00

カナモトホール(札幌市民ホール)

011-221-8055
中央区北1条西1丁目

えんれいそう朗読会 Vol.97
9月13日(月)

入場料：1000円
開場12:30/開演13:00

札幌市民交流プラザ4階 402室

011-614-7851
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

さっぽろ市民寄席　平成開進亭
9月8日(水)

〔一般〕2000円 ※入場予定数100人
開場18:15/開演18:45

札幌市時計台ホール

080-7000-6403
中央区北1条西2丁目時計台内

（ボランティア養成講習会）こどものまなび塾 2021年度～子どもに関わるボランティア・仕事をしてみたい（している）方向け講座～
【第2期 読み聞かせ】9月15日(水)～18日(土)※全4日間

受講料：3000円（学生1000円）
9月15日(水)～17日(金)：昼コース10:00～12:00 夜コース19:00～21:00　18日(土)：10:00～12:00

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

SDGsに学ぶ企業のあり方　―持続可能な社会のためにできること―
受付期間：9月17日(金)まで　開催日：9月25日(土)
10:30～12:00

オンライン開催となります。

011-742-1608
https://www.sapporo-otani.ac.jp/

<参加者募集>　リードエンジニア発掘・育成プログラム 「STAND OUT」
【申込締切】9月30日(木) 【採択者5組による最終制作発表会】2022年2月12日(土)予定

参加費無料
詳細はホームページをご覧ください。https://standout-sapporo.city/

080-8280-4769

外国人に伝わりやすいやさしい日本語講座
【受付期間】10月9日(土)まで

【参加費】1000円/1コース（各回定員20名） ※詳しくはHPをご覧ください。https://www.nihongosupport-hk.or.jp/
【開催日程】9月25日(土)13:30～15:30　9月26日(日)9:30～11:30　10月10日(日)9:30～11:30

札幌市男女共同参画センター ホール（北区北8条西3丁目札幌エルプラザ3F）

080-3292-2879

第40回アシリチェプノミ(新しい鮭を迎える儀式)
9月12日(日)

無料
10:00～14:45

豊平川河川敷南7条大橋上流左岸

kinn1818@yahoo.co.jp
中央区南7条西1丁目

AIビジネス入門講座～AIって何？AIを使うのは難しくない～
【受付期間】9月13日(月)～24日(金) 【開催日】10月7日(木)

一般:当日500円　予約方法に関してはホームページをご覧ください。https://www.do-johodai.ac.jp/index.php
18:30～20:00　開場18:00/開講18:30

北海道情報大学　札幌サテライト教室

011-385-4427

中央区北3条西7丁目緑苑ビル4F　㈱SCC北海道支店内

リアル脱出ゲーム×クレヨンしんちゃん「ふたば幼稚園改造計画からの脱出」
9月17日(金)～10月10日(日) 詳しくは公式HPをご確認ください。 https://realdgame.jp/shinchan/ 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）

【土日】前売一般：3600（4100）円、学生〔中学生以上〕：3300（3800）円、子ども小学生：800（1000）円、グループチケット〔1～5人テーブル貸切〕：17500（20000）円 ※カッコ内は当日料金
【平日】前売一般：3300（3800）円、学生〔中学生以上〕：3000（3500）円、子ども小学生：800（1000）円、グループチケット〔1～5人テーブル貸切〕：16000（18500）円 ※カッコ内は当日料金

「和の心を子ども達へ、未来へ！」ワークショップ＆発表会～一流アーティストとのワークショップと伝統芸能鑑賞により「和の心を子ども達へ、、未来へ」つなぐ３日間
9月19日(日)、9月20日(月・祝)、10月2日(土)

【ワークショップ】500円（イベント保険料） 【公演 観覧料】無料
14:00～16:30

札幌市もいわ地区センター（南区川沿8条2丁目4-15）

070-5572-9102
詳しくはHPをご確認ください。https://tam-p.jp/hero/

〈参加募集〉第67回札幌市児童生徒席書大会
募集期間：9月1日(水)～10月6日(水)

参加費：500円　※その他要綱等はHPをご覧ください（http://sapporo-syosya.info/?p=1012）
展覧会：12月24日(金)～12月26日(日) 10:00～18:00（26日は取り外し作業のため16:00まで）

011-831-6171

〈展示〉札幌市民ギャラリー（中央区南2条東6丁目）

〈作品募集〉第49回中学生作文コンクール
応募期間：7月1日(木)～9月22日(水) ※当日消印有効 ※応募方法はHPをご確認ください。https://www.hbc.co.jp/radio/essay/

無料
発表：2022年1月4日付「毎日新聞全道版」朝刊紙上（予定） 表彰式：2022年1月5日～13日（予定）

011-232-5851

〈作品募集〉第16回北海道小・中・高生短歌コンテスト
受付：7月1日（木）～9月7日（火）必着、審査結果発表10月28日（木） 主催者ホームページ上で発表

無料
作品展示：2021年12月4日（土）～2022年1月16日（日）9:30～17:00

011-511-7655
北海道立文学館（中央区中島公園1-4）

〈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

〈作品募集〉北海道遺産フォトコンテスト2021
募集期間：9月30日(木)まで（当日必着）※応募方法はHPをご確認ください。http://www.hokkaidoisan.org/

無料
入選作品は北海道遺産HPで発表

info@hokkaidoisan.org
主催：NPO法人北海道遺産協議会

〈作品募集〉第30回　国際理解・国際協力のための作文コンテスト
応募期限：9月10日(金)必着

無料

北海道庁
中央区北3条西6丁目作品のテーマや応募先など詳細についてはHPをご覧ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/sakubunR3.html

011-204-5113

劇団四季新作ファミリーミュージカル『はじまりの樹の神話～こそあどの森の物語～』
受付期間：8月28日(土)～10月24日(日)※チケット販売会員は8月22日(日)から受付　公演：10月22日(金)～10月24日(日)

［一般］S席5500円／A席3300円 ［小学生以下］S席3300円／A席2200円  ※3歳以上有料（膝上観劇不可）。2歳以下は着席観劇のみ有料。
10月22日(金)17:45開場/18:30開演　23日(土)①10:45開場/11:30開演②14:15開場/15:00開演　24日(日)10:45開場/11:30開演

0570-008-110

カナモトホール〔札幌市民ホール〕大ホール（中央区北1条西1丁目）

2021レッツ・トライ・ダンシング
5月1日(土)～9月30日(木)第1期：5月1日～6月30日  第2期：8月1日～9月30日
参加無料　1回60分。全6回。開催教室により日程が異なります。

011-758-2622札幌市内は中央区、東区、西区、北区、白石区で開催

〈募集〉SAPPORO CITY JAZZ 2021　ボランティアスタッフ（冬期活動）
受付：10月20日(水)まで

無料
活動期間：11月～3月（主に12月）

011-592-4125
https://sapporocityjazz.jp/jazz-savers/
ホームページの応募フォームよりご応募ください。

自分史セミナー
受付：9月22日(水)まで　開催日：9月23日(木)

無料　※要予約
10:30～12:00

090-2873-4018
札幌市西区二十四軒4条3丁目4-35　カルチェド札幌1階
学習塾レインボウ

〈募集〉2021年度 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(土)～11月30日(火)（必着）年1回公募

無料
福祉住宅建築を助成金（5～30万円）で支援

原則として2020年12月以降に工事が完了した物件

011-613-7551
http://www.normalize.or.jp

〈作品募集〉2021年度 第26回　小中学生による「安全・快適アイディア」コンテスト
応募期間：6月1日(火)～10月31日(日)※必着
※展示は2022年1月予定
無料

札幌市内

011-613-7551
公益財団法人ノーマライゼーション住宅財団に提出

丘珠あおぞら市2021
【開催日時】9月11日（土）､25日（土）

無料
9:00～12:00まで営業

090-9510-4976

（株）Jファーム札幌工場 直売所「ピリカ札幌」駐車場内
東区丘珠町847番地

リアル脱出ゲーム「時限爆弾からの脱出」
8月20日(金)～9月12日(日)※期間中、毎週金・土・日曜日に開催。
有料。開催日・時間は日程により異なります。
詳しくは公式HPをご確認ください。https://realdgame.jp/news/

リアル脱出ゲーム札幌店（旧アジトオブスクラップ札幌）

011-522-8777

011-522-8777

中央区南1条西4丁目13日之出ビル 8F

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）
https://soccs.doorkeeper.jp/events/124438

一般1000円 ※お申込みはHPから
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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9月1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。

第7回特別展「あっちこっち湿地～自然と歴史をめぐる旅～」
7月10日(土)～9月20日(月・祝) 休館日：毎週月曜日（9月20日は開館）  ※7月22日(木・祝)～9月12日(日)の臨時休館期間中は、開催を休止します。

【特別展のみ】一般 1000（850）円 大学生・高校生 350（250）円 【特別展・総合展示観覧セット券】 一般1300（1200）円 大学生・高校生 450（400）円 ※カッコ内は10名以上の団体または割引券料金です。
9:30～17:00（入場は16：30まで） ※中学生以下、65歳以上。障がい者の方は無料。※高校生は土曜日無料

011-898-0456

北海道博物館2階 特別展示室（厚別区厚別町小野幌53-2）
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