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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。

大人2500円 小人1250円　詳しくはHPをご確認ください。https://teikan.chuo-bus.co.jp//course/14113

0570-200-60010月20日(木)～2023年3月31日(金) 予約
申込

0570-200-60010月20日(木)～2023年3月31日(金) 予約
申込

北海道 定期観光バス 冬期コース A 冬の旭山動物園日帰りコース
11月11日(金)～2023年3月31日(金) 予約

申込

16:00～21:00 
石山地区国道230号、平岸通沿い

011-591-8734

石山スノーファンタジー
12月5日(月)～2023年3月31日(金)

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

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)

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)

011-598-2012
【問合先】一般社団法人 定山渓観光協会
【問合先住所】南区定山渓温泉東3丁目225-1

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

011-281-6400

011-598-2012
【問合先】一般社団法人 定山渓観光協会
【問合先住所】南区定山渓温泉東3丁目225-1

【問合先】東邦交通株式会社
【問合先住所】西区発寒14条11丁目1-15

予約
申込

011-590-1311札幌発の観光ツアー「スペースワンツアー」
12月22日(木)～2023年2月26日(日)

各種ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。https://www.spaceone-tour.com/

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)
【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･祝)

定山渓温泉　泊まってウィンターアクティビティキャンペーン
11月24日(木)～2023年2月19日(日）

無料　詳しくはHPをご確認ください。https://jozankei.jp/wintercampaign/
あなたの“定山渓”を投稿しよう！「#わたしの定山渓2022冬」
12月1日(木)～2023年2月28日(火）

無料　詳しくはHPをご確認ください。https://jozankei.jp/event/photocontest2022winter/

さっぽろ羊ヶ丘展望台（豊平区羊ヶ丘1）
011-851-3080

10:00～15:00（最終受付14:45）※積雪・天候状況により開催期間やイベント内容が変更される場合があります。詳しくはHPをご確認ください。
1月6日(金)～3月5日(日) 

無料　展望台入場料金　大人530円　小・中学生300円（小中学生は雪まつり期間中無料）※未就学児、障がい者手帳をお持ちの方は無料

さっぽろ羊ヶ丘展望台「羊ヶ丘スノーパーク2023」

9:00～16:00

滝野スノーワールド
12月23日(金)～2023年3月31日(金)

入場無料　レンタル用具実費

国営滝野すずらん丘陵公園　滝野スノーワールド

011-592-3333
南区滝野247

札幌ドーム「ゆきひろば」
1月5日(木)～2月23日(木・祝)

料金・開催日等詳しくはHPをご確認ください。https://www.sapporo-dome.co.jp/facility/enjoy/event/yukihiroba/

札幌ドーム敷地内 特設スペース
011-850-1000

豊平区羊ケ丘1

内容により時間が異なります。詳しくはHPをご確認ください。https://www.satoland.com/

さとらんど冬の遊び　冬レク　さとらんどWINTERパーク
1月7日(土)～2月19日(日)　定休日毎週月曜日（月曜祝日の場合は翌日定休）

そり山無料(毎日）　馬そり400円 中学生以下200円　バナナボート300円 中学生以下200円（土曜・日曜・祝日）

サッポロさとらんど（東区丘珠町584-2）
011-787-0223

定休日：毎週月曜日（ただし雪まつり期間は開村）

冬の生活体験
1月7日(土)～3月19日(日)予定　

入場料・イベント内容等詳しくはHPをご確認ください。https://www.kaitaku.or.jp/

野外博物館 北海道開拓の村
011-898-2692

厚別区厚別町小野幌50-1

【問合先】一般財団法人 札幌市交通事業振興公社 総務企画部経営企画課事業企画係
【問合先住所】中央区大通西5丁目札幌市営地下鉄大通駅西側コンコース内

011-251-0822

札幌市営地下鉄駅営業時間中
1月14日(土)～2月19日(日)

スタンプラリーへの参加無料　地下鉄乗車券を購入した方が対象　詳しくはHPをご確認ください。https://www.stsp.or.jp/event/puzzle-stamp-rally/

地下鉄謎解きスタンプラリー2023

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。
1月14日(土)～3月15日(水)

https://www.klook.com/ja/activity/79838-wildanimalwatchingwithramenlunch-sapporo/

予約
申込

スノーシュー・自然観察ツアー（札幌発）

NOASIS3.4（中央区北3条西4丁目1-1）、赤れんがテラス（中央区北2条西4丁目1）、sitatte sapporo（中央区北2条西3丁目1-20）、miredo（中央区北3条西3丁目1）

４施設合同スマホスタンプラリー　アカプラリー　
1月11日(水)～2月28日(火)　

スタンプラリーへの参加無料　詳しくはHPをご確認ください。https://www.sapporoekimae-management.jp/akaplally2023

011-211-6406

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

スノーシューハイク・バードウォッチング体験（札幌）
1月26日(木)～3月31日(金) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/80589-bird-watch-nature-cafe-nature-guide-bird-watching-sapporo/?spm=SearchResult.SearchSuggest_LIST&clickId=244dda2d22

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。
1月19日(木)～2月28日(火)

https://www.klook.com/ja/activity/80419-nanporo-guided-tour/

予約
申込

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

ワカサギ釣り・いちご狩り 日帰りツアー（札幌発）
1月19日(木)～3月15日(水)

https://www.klook.com/ja/activity/80386-smelt-fishing-winter-strawberry-picking-hokkaido/

予約
申込

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

日帰り雪遊びツアー（札幌発 / 釜飯夕食付き）
1月19日(木)～5月13日(土)

https://www.klook.com/ja/activity/80473-hokkaido-snowplaying-trip/

予約
申込

南幌 冬景色撮影日帰りツアー（札幌発 / ジンギスカンランチ付き）

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

小樽 ファットバイク・小樽運河クルーズ 日帰りツアー（札幌発）
1月19日(木)～3月15日(水) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/80451-fat-bike-ride-otaru-canal-cruise-experience-otaru-otaru-canal/

17:00～20:00

みすまい雪あかり
1月23日(月)～2月23日(木・祝)

無料

簾舞地区会館(南区簾舞3条6丁目8-25)
011-596-2059

ミソマップ会館(南区簾舞4条2丁目10-18)
豊滝中央会館(南区豊滝1丁目1-20)他

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

ナイトハイク・夜景観賞 半日ツアー（札幌）
1月19日(木)～3月31日(金) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/80525-night-hike-night-view-sapporo-trip/?spm=SearchResult.SearchResult_LIST&clickId=e8f0f33f36

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

札幌市内・滝野すずらん丘陵公園・札幌国際スキー場 日帰りツアー
1月24日(火)～3月19日(日)

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

札幌市内・モエレ沼公園・北海道神宮・藻岩山展望台 日帰りツアー
1月26日(木)～3月31日(金) 予約

申込

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

二条市場・狸小路商店街 日帰りツアー（札幌）
1月24日(木)～3月31日(金) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/80884-nijo-market-tanukikoji-street-join-guided-tour/?spm=Activity.SearchSuggest_LIST&clickId=8069408db2

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

札幌式 居酒屋めぐり体験
1月26日(木)～3月31日(金) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/80870-sapporo-style-bar-hopping-tasting-sapporo/?spm=Activity.SearchSuggest_LIST&clickId=57a81ea378

予約
申込

https://www.klook.com/ja/activity/81692-sapporo-city-takino-suzuran-hillside-park-sapporo-kokusai-ski-resort-private-day-guided-tour/

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

プライベートスキーレッスン体験（札幌）
1月24日(火)～4月30日(日) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/81509-1-day-private-skiing-sapporo/?spm=SearchResult.SearchSuggest_LIST&clickId=a29ba6db52

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。https://www.klook.com/ja/preview/activity/82061/?lang=en_US

北海道 定期観光バス 冬期コース C 【さっぽろ午前観光】 白い恋人パーク大倉山ジャンプ場＆場外市場コース

大人2800円 小人1400円(羊ヶ丘展望台入園料含む) 詳しくはHPをご確認ください。https://teikan.chuo-bus.co.jp//course/14119

北海道 定期観光バス 冬期コース D【さっぽろ午後観光】大倉山ジャンプ場＆羊ヶ丘展望台コース

詳しくはHPをご確認ください。https://teikan.chuo-bus.co.jp//course/618

0570-200-600
大人5700円 小人2400円(旭山動物園入園料含む)　※旭山動物園入園料なし大人4900円

ジャンプ大会開催時は入場料(大人300円・中学生以下無料)が必要(現地にて現金で各自お支払い願います)　※ジャンプ大会を見学しない場合は、バス車内での待機になります。

ジャンプ大会開催時は入場料(大人300円・中学生以下無料)が必要(現地にて現金で各自お支払い願います)※ジャンプ大会を見学しない場合は、バス車内での待機になります。
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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2023年2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。

17:30～21:00　詳しくはHPをご確認下さい。https://sapporo-artcamp.com/
【平日】前売 一般700円 小中学生400円　当日 一般1000円 小中学生700円 【土日祝】前売 一般1000円 小中学生700円 当日 一般1300円 小中学生1000円 駐車券500円(イベント専用駐車券の事前購入が必要) ※未就学児無料

札幌芸術の森　野外美術館、芸術の森センター
南区芸術の森2丁目75他

芸術の森地区雪あかりの祭典－SAPPORO ART CAMP2023－
2月12日(日)～2月19日(日)　休園日：2月13日(月)

17:00～19:00
札幌市保養センター駒岡

011-592-7009
南区真駒内600

芸術の森地区雪あかりの祭典　アイスキャンドル
2月11日(土・祝）

13:00～19:00　※ただし時間外も野外鑑賞可能
12月6日(火)～2023年2月18日(土)

無料

CAI03/CAI現代芸術研究所
中央区南14条西6丁目6-3

sano@cai-net.jp

澁谷俊彦 『Snow pallet 16 -アントロポセン（人新世）に積もる雪-』

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　
クラフトギャラリー VESTPOCKET “冬しんしん”

10:00～16:00
11月19日(土)～2023年3月26日(日) 期間中の土曜・日曜・祝日のみ開催

無料 011-592-4122

札幌芸術の森工芸館内　クラフトギャラリー“ベストポケット”
南区芸術の森2丁目75

Bunkazai Design Contest 2022

【応募先】Bunkazai Design Contest 2022事務局（NPO法人北海道遺産協議会　担当：弓田、矢野）
【募集期間】12月1日(木)～2023年2月15日(水)17:00必着 011-218-2858

無料　応募方法・要項等詳しくはHPをご確認ください。https://www.hokkaidoisan.org/news.php?num=62

8:00～22:00（最終日は20:00まで）
12月1日(木)～2023年2月28日(火）

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

第58回作品 － 衝 動 － impulse

0570-200-600
北海道 定期観光バス 冬期コース B 冬の支笏湖・洞爺湖周遊コース
1月28日(土)～3月31日(金) 予約

申込

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

定山渓 雪見ラフティング体験
1月26日(木)～3月31日(金) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/81114-2-hour-join-snow-viewing-rafting-jozankei/?spm=Activity.SearchSuggest_LIST&clickId=41c016dcc6

17:00～20:00（2月11日のみ16:30まで）

NORTH POLE
1月28日(土)～2月12日(日)　休館日：2月6日(月)

無料

札幌コンサートホールKitara　エントランスホール

011-520-2000
中央区中島公園1-15

無料

定山渓神社

011-598-2012
南区定山渓温泉東3丁目

千歳市支笏湖温泉

0123-23-8288

18:00～21:00

定山渓温泉雪灯路（ゆきとうろ）
1月28日(土)～2月4日(土)

10:00～20:00　ライトアップ16:30～20:00

2023 千歳・支笏湖 氷濤まつり　氷の美術館
1月28日(土)～2月23日(木・祝)

高校生以上 500円（中学生以下無料）

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

豊平峡温泉 日帰りツアー（札幌 / ジンギスカンランチ付き）
1月28日(土)～3月19日(日)

https://www.klook.com/ja/preview/activity/82134/?lang=en_US

予約
申込

12:00～21:00（土曜・日曜・祝日は11:00から、最終入場は20:30まで）

スマイルリンクさっぽろ
2月3日(金)～2月12日(日）

料金・各種イベント等詳しくはHPをご確認ください。https://www.uhb.jp/smilerinksapporo2023/

札幌市北3条広場「アカプラ」
011-214-5242

中央区北2条西4丁目～北3条西4丁目

16:30～20:00
無料

中島公園

011-511-3924
中央区中島公園1

ゆきあかりin中島公園
2月11日(土・祝)・2月12日(日)

無料　会場・期間中のイベント等詳しくはHPをご確認下さい。
http://yukiakarinomichi.org/

【会場】小樽市内　小樽運河他

0134-32-4111　内線7267
【問合先】小樽雪あかりの路 実行委員会事務局

小樽雪あかりの路
2月11日(土・祝)～2月18日(土)

無料　詳しくはHPをご確認ください。https://www.snowfes.com/

大通会場(中央区大通西1丁目～10丁目)

011-281-6400
すすきの会場(南4条～南6条の西3･4丁目　札幌駅前通）

札幌市制100周年記念 第73回さっぽろ雪まつり
2月4日(土)～2月11日(土・祝)

SNOW MIKU 2023
2月4日(土)～2月11日(土・祝)　

無料　詳しくはHPをご確認ください。https://snowmiku.com/2023/

さっぽろ雪まつり大通会場2丁目(雪ミク雪像）他

snowmiku@crypton.co.jp
中央区大通西2丁目他

9:30～16:00 (最終入園 15:30)

円山動物園スノーフェスティバル2023
2月4日(土)～2月11日(土・祝)　休園日：2月8日(水)

入場料等詳しくはHPをご確認ください。https://www.city.sapporo.jp/zoo/04event/r4/20230204snowfestival.html

札幌市円山動物園
011-621-1426

中央区宮ヶ丘3-1

無料　※雪のアトラクションは各日16:00まで ※スノーキャンドルの点灯は各日16:00から
【同時開催 冬の写真コンテスト募集期間】1月17日(火)～2月16日(木)　【冬の写真コンテスト展開催日】2月24日(金)13:00～3月3日(金)12:00

ふれあい広場あつべつ・科学館公園（厚別区厚別中央1条5丁目）
新さっぽろ冬まつり2023
2月11日(土・祝)10:00～20:00 2月12日(日)10:00～19:00 

011-895-2442

詳しくはHPをご確認ください。https://teikan.chuo-bus.co.jp//course/6505
大人8000円 小人5100円 (昼食・有珠山ロープウェイ乗車料金含む)

平日 12:00～21:00　土曜･日曜･祝日 11:00～21:00
無料

札幌市北3条広場「アカプラ」

011-211-2314
中央区北2条西4丁目～北3条西4丁目

札幌国際芸術祭2024を先取り！inスマイルリンクさっぽろ
2月3日(金)～2月12日(日）

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

2023卯/USAGI PARTY　白うさぎ作品展
1月19日(木)～2月12日(日)　定休日：毎週火曜・水曜日

無料

陶遊
中央区南12条西22丁目1-1コバヤシビル1F

011-861-0253

10:00～17:00（最終入場は16：30まで）

2023 Vol.01 「足よ、お前は美しい」

予約
申込

1月21日(土)～2月19日(日)　会期中の土曜(予約不要・終日時間制限なし)・日曜日(70分ごとの時間別予約制）（冬季特別会期）

一般(小学生含む)土曜日700円 日曜日800円 未就学児0円 障害者手帳をお持ちの方(介護者1名も同料金)500円
HOKUBU記念絵画館（豊平区旭町1丁目1-36）

011-822-0306

12:00～18:00

びょういんあーとぷろじぇくと 19-23(第17回) vol.5『ゆきとけ うたうたう 庭』展
1月23日(月)～3月31日(金)

無料

札幌ライラック病院1F　待合室、通路など

hpj2023@hinoma.com
豊平区豊平6条8丁目2-18

9:45～17:00（入館は閉館30分前まで）

札幌美術展　昨日の名残　明日の気配
1月28日(土)～3月12日(日)　休館日：毎週月曜日

一般900(720)円 高大生500(400)円 小中学生300(240)円 ※()内は20名以上の団体料金 ※65歳以上の方は年齢のわかるものをご提示で720(団体580)円

札幌芸術の森美術館
011-591-0090

南区芸術の森2丁目75

13:00～19:00

Forest of The Silence「沈黙の森」澁谷俊彦展
1月28日(土)～2月18日(土)　定休日：毎週月曜日

無料

CAI03/CAI現代芸術研究所

sano@cai-net.jp
中央区南14条西6丁目6-3

北海道教育大学アーツ＆スポーツ文化複合施設(中央区北1条東2丁目4)2月1日(水)～2月12日(日)12:00～20:00(最終日は15:00終了、入場は14：30まで) 休館日：火曜日
まなみーる(岩見沢市民会館・文化センターロビー及び展示室)(岩見沢市9条西4丁目1－1)2月14日(火)～2月19日(日)10:00～19:00

2022年度北海道教育大学岩見沢校修了・卒業制作展
大丸藤井セントラル スカイホール(中央区南1条西3丁目2) 1月31日(火)～2月12日(日)10:00～19:00（最終日は15:00終了、入場は14：30まで）

【水・木・金曜日】10:00～22:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　最終日は17:00まで

北都館 絵を楽しむ小部屋《絵楽屋》☆浮世絵 木版画☆
2月1日(水)～2月13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

hue.iwa.sotsuten@gmail.com

①11:00～13:00 ②15:00～17:00
2月1日(水)～2月19日(日)会期中の土曜・日曜・祝日

500円(持ち帰りの場合1500円)　予約不要　汚れても良い服装で当日会場にお越しください。
東区モエレ沼公園1-1
モエレ沼公園　ガラスのピラミッド2F スペース2

011-790-1231

German Suplex Airlines「Big Buddha Project - 令和の大仏造立 -」　関連イベント　ミニ大仏作りワークショップ

9:00～17:00
無料

2月1日(水)～2月19日(日) 休館日：毎週月曜日（月曜が祝日の場合は火曜）
東区モエレ沼公園1-1
モエレ沼公園　ガラスのピラミッドスペース2・アトリウム1

011-790-1231

German Suplex Airlines「Big Buddha Project - 令和の大仏造立 -」

20:00～25:00

Kurumi個展　「pointillism」
2月1日(水)～2月15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
011-839-0461

中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F

9:00～15:00　定休日：土曜・日曜・祝日

現在(いま)を見つめる眼～Vol.17 全国にはばたく北海道の高校生たち
【前期】1月4日(水)～2月15日(水)【後期】2月16日(木)～3月31日(金)

無料

北海道銀行本店営業部ロビー

011-233-1029
中央区大通西4丁目1道銀ビル1F

New Eyes　視線のはなし

10:00～17:00（最終入場は16:30まで）
12月24日(土)～2023年4月16日(日)　休館日：毎週月曜日

一般500(400)円　高大生300(250)円　中学生以下無料 ※( )内は10名以上の団体料金 ※65歳以上の方は当日料金が400（団体320）円になります。年齢の分かるものをご呈示ください。

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

平日11:00～18:00 土日祝10:00～19:00

大ベルセルク展～三浦建太郎　画業32年の軌跡～札幌Edition
1月14日(土)～2月12日(日)

一般1600円 中学・高校1400円 小学生1100円　音声ガイド700円  記念グッズ付きチケット グッズA 4800円 グッズB 2600円 ※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

011-232-3337

9:00～17:30（最終日は16:00まで、最終入場は閉館30分前）
12月6日(火)～2023年3月6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)※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

北一ヴェネツィア美術館
小樽市堺町5-27

0134-33-1717ヴェネツィア レースガラス展 － ガラスの糸が紡ぐ 美しきレースの世界 －

デコボコンポジション

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）
12月17日(土)～2023年4月18日(火)　休館日：毎週月曜日、3/31～4/6

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1～5（中央区北2条西15丁目）

《立てる道化》が絵本になった！

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）
12月17日(土)～2023年4月18日(火)　休館日：毎週月曜日、3/31～4/6

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6～7（中央区北2条西15丁目）

無料　詳しくはHPをご確認ください。
https://www.parallelmuseum.com/

赤れんが テラス5F眺望ギャラリーテラス計画　他５ヶ所

011-211-6406
中央区北2条西4丁目1　他5ヶ所

Sapporo Parallel Museum 2023
2月4日(土)～2月12日(日)

11:00～19:00　（12日(日)はSCARTSコートのみ14:00まで）
無料　関連イベントもあります。詳しくはHPをご確認ください。https://siaflab.jp/wex2023/

札幌市民交流プラザ 1F SCARTSコート･SCARTSモールA/B　2F SCARTSモールC
011-271-1955

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

SCARTS×SIAFラボ 冬の展覧会2023『雪にまつわるエトセトラ』
2月4日(土)～2月14日(火)　休館日：2月8日(水)

10:00～19:00（最終日は各会期17:00まで）
無料　トークや催しもあります。詳しくはHPをご確認ください。 https://twitter.com/tabisuru_umi

札幌市資料館　ミニギャラリー
090-2873-2250

中央区大通西13丁目

第10回群青展
2月7日(火)～2月12日(日)

011-592-7009
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３※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2023年2月1日時点の情報を元に作成しております。

開演15:30　開場14:45
全席指定　500円 　※未就学児のご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

011-520-2000
中央区中島公園1-15

オルガンウィンターコンサート
2月11日(土・祝)

12:30～21:00 ※時短営業中［フードLO.19:00・ドリンクLO.20:00］
無料※お一人様ワンオーダーお願いします。ご来場の際にはマスク着用の協力をお願いします。  ※1グループ4人までと制限させて頂いております。

CAFE ESQUISSE
011-615-2334

中央区北1条西23丁目1-1 メゾンドブーケ円山1F

長南寿志 遺作展「生命力」
前編1月27日(金)～2月6日(月)後編2月9日(木)～2月20日(月)　定休日：毎週水曜日

予約
申込10:00～17:00

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

300円（大学生以下無料)

小原道城書道美術館

011-552-2100
中央区北2条西2丁目41札幌2･2ビル2F

12:00～17:00　【作家在廊日】2月10日(金)・18日(土)・27日(月)

澤田千香子写真展『Day after day』
1月17日(火)～2月27日(月)　休館日：作家在廊日以外の土曜.日曜.月曜祝日　

無料

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）ミニギャラリー

011-206-7338
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）

特別展「細谷源二と齋藤玄　北方詩としての俳句」
1月21日(土)～3月19日(日)　休館日：月曜日（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 ※( )内は10名以上の団体料金（詳細はお問い合わせ下さい）

北海道立文学館　特別展示室
011-511-7655

中央区中島公園1-4

9:00～17:00（最終日は15:00まで）

地域協働事業 かでる展示フェスティバル2023 「歴史と芸術の息づく街　小樽」
1月31日(火)～2月6日(月)

無料

北海道立道民活動センター　かでる2・7　1F展示ホール

011-522-5167
中央区北2条西7丁目

10:00～22:00（最終日は20:00まで）
無料

サッポロファクトリー3条館1F　ウォールギャラリー

0158-29-2730
中央区北2条東4丁目

2022童話村たきのうえ「芝ざくらと渓谷のまちファンタスティック写真大賞」入賞作品展
2月1日～2月28日(火)

10:00～18:00

山田淳子写真展 「島々の記憶 ～色丹・国後・歯舞・択捉 故郷への想い、巡る旅～」
2月3日(金)～2月8日(水)

無料

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1F

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6F

遊版 うたごえ喫茶 2022年 ～通わそうよことばと心！思い切りうたって気持ちすっきり！
2月17日(金) 予約

申込

①開演13:00開場12:00 ②開演18:30開場17:30　　
全席指定 9800円　各部お一人様4枚まで　※未就学児入場不可

札幌文化芸術劇場 hitaru

050-5538-0304
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

第73回さっぽろ雪まつり＆札幌市制100周年記念15thKPOP FESTIVAL2023
2月11日(土・祝)

全席自由　前売1000円 当日1200円
※未就学児入場可、中学生以下無料・要整理券 ※Kitaraチケットセンターにて整理券を配布いたします（発売日以降） ※公演当日は「当日券売場」にて配布いたします。

札幌コンサートホールKitara　大ホール
080-1835-6913

中央区中島公園1-15

札幌ブラスバンド 第35回 定期演奏会
2月12日(日)　開演16:00　開場15:30

開演18:00　開場17:30
700円  高校生以下無料

カナモトホール(札幌市民ホール)

hmc71teien@gmail.com
中央区北1条西1丁目

北海道大学合唱団 第71回定期演奏会
2月12日(日)

全席指定席 前売 一般 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。U25は25歳以下が対象です。 ※当日券発売については、公演前日にHPでご案内いたします。

ウィステリアホール
011-281-1001

中央区南1条西14丁目291-81ウィステリア南1条ビルB1F

ウィステリアホール PREMIUM CLASSIC 20th ～ピアノトリオで聴くエレジー～
2月12日(日)　開演14:00　開場13:30

開演14:00　開場13:30
無料

花川北コミュニティセンター1F　ホール

teinewindensemble@gmail.com
石狩市花川北3条2丁目

第22回手稲ウインドアンサンブル定期演奏会
2月12日(日)

開演19:00　開場18:30
2000円

札幌市時計台ホール

090-5226-4951
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

西村航・上野愛美・荒川真央　TRIO CONCERT
2月17日(金)

全席指定 一般 2000円 U25 500円 [Kitara Club会員料金] 一般 1500円 
※U25：1997年以降にお生まれの方（未就学児を除く）であれば学生に限らずご購入いただけます。ご購入、ご来場時に生年を証明できるものをお持ちください。

札幌コンサートホールKitara　小ホール(中央区中島公園1-15)
011-520-2000

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

＜ハンガリーの俊英たちⅢ＞ゲルゲイ・デヴィッチ チェロリサイタル
2月18日(土)　開演14:00　開場13:30

開演12:00　開場11:40
前売・当日共 一般(中学生以上) 500円

ザ・ルーテルホール

lumiere20th@gmail.com
中央区大通西6丁目3-1

LUMIÈRE CONCERT No.20
2月18日(土)

開演18:30　開場18:00
1000円　高校生以下無料

札幌市生涯学習センター　ちえりあホール

thegouge2008@gmail.com
西区宮の沢1条1丁目1-10

THE GOUGE 第4回演奏会 －結成15周年・指揮者還暦記念－
2月18日(土)

全席指定 S4000円 A3000円 U25割(A席)1200円 ※札響会員はS席各500円引き ※2022年度U25割は1997年以降生まれ対象、ご購入ご来場時に要生年証明。
※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※車椅子でのご来場、盲導犬をお連れの方は札幌交響楽団にお問い合わせください。

札幌コンサートホールKitara　大ホール（中央区中島公園1-15）
011-520-1771森の響フレンド名曲コンサート アキラさんの名曲コンサート　

2月18日(土)　開演14:00　開場13:20

開演18:30　開場18:00
前売 3000円　当日 3500円

豊平館

hiromi.fa.sol.la.si@docomo.ne.jp
中央区中島公園1-20

第17回 Sound Space クラシックコンサート ヴァイオリンとピアノの奏
2月19日(日)

開演14:00　開場13:30
無料

札幌市生涯学習センター　ちえりあホール

s.buchi@nifty.com
西区宮の沢1条1丁目1-10

札幌市民オーケストラ 第93回アトリエコンサート
2月19日(日)

開演19:00　開場18:30
全席自由 前売 一般2500円 学生1000円　当日 一般3000円 学生1500円

札幌市時計台ホール

090-7517-6683
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

北海道コンセーラ合奏団
2月19日(日)

090-6992-2538

1回500円　通し2500円　定員10名　申込等詳しくはHPをご確認ください。http://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=868

①15：30～　②17：30～　③19：00～　各15分程度
無料

札幌市北3条広場「アカプラ」

011-211-2314
中央区北2条西4丁目～北3条西4丁目

札幌国際芸術祭2024を先取り！inスマイルリンクさっぽろ　関連イベント　ふむふむトーク
2月11日(土・祝)・2月12日(日）

10:00～21:00（最終日は16:00～18:00）
ワークショップ･民話の読み語りライブの料金・申込方法等詳しくはHPをご確認ください。https://www.sapporo-community-plaza.jp/event_scarts.php?num=2810

札幌市民交流プラザ2F　SCARTSスタジオ
011-271-1955

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

あたらしい民話presents さっぽろの民話
2月18日(土)～2月26日(日)

展示室A1F 11:30～、13:00～(約30分) 展示室A2F 14:00～(約30分)
無料(要観覧券)　定員 各回10名程度　講師 北海道立近代美術館ボランティア

北海道立近代美術館　展示室A
011-644-6882

中央区北1条西17丁目

【近美コレクション】シャガール・イン・プリント　関連事業　ギャラリー・ツアー　　
2月11日(土・祝)～4月9日(日)　会期中の火曜～土曜日（祝日は除く）

11:00～19:00（最終日は17:00まで）
無料

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

011-206-7338
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

未完の大器 VO.6
2月7日(火)～2月12日(日)

10:00～18:00（最終日は14:00まで）
無料

らいらっく・ぎゃらりぃ

011-233-1029
中央区大通西4丁目 北海道銀行本店ビル1F

第32回 道銀芸術文化奨励賞 受賞記念　藤原千也展
2月7日(火)～2月19日(日)

【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
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

宮沢賢治の世界を彫る！ 佐藤国男 木版画展
2月8日(水)～2月13日(月)　定休日：毎週火曜日

一般・大学生1600(1400)円 中高生1100(900)円 小学生800円(600) 3歳～小学生未満400(300)円、2歳以下無料  ※( )内は前売･10名上の団体･リピーター割引料金
 ※小学生以下のお客様は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。 ※65歳以上の方は、当日料金が前売料金と同額。（年齢のわかるものをご提示ください。） ※障がい者手帳などをご提示の方とその介護者（1名）は無料。

011-272-8658【特別展】サンリオ展
2月11日(土・祝)～4月2日(日) 休館日：月曜日　9:30～17:00（最終入場は16:30まで）　北海道立近代美術館　展示室B（中央区北1条西17丁目）

一般 510(420)円、高大生 250(170)円  三岸好太郎美術館との共通券 一般 830(670)円、高大生 410(270)円  ※( )内は、10名以上の団体料金。
※無料になる方／65歳以上、中学生以下、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（ミライロID利用可）及びその介護者(１名)など。

011-644-6882【近美コレクション】シャガール・イン・プリント
2月11日(土・祝)～4月9日(日) 休館日：月曜日　9:30～17:00（最終入場は16:30まで）　北海道立近代美術館　展示室A1F（中央区北1条西17丁目）

一般 510(420)円、高大生 250(170)円  三岸好太郎美術館との共通券 一般 830(670)円、高大生 410(270)円  ※( )内は、10名以上の団体料金。
※無料になる方／65歳以上、中学生以下、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（ミライロID利用可）及びその介護者(１名)など。

011-644-6882【近美コレクション】戦時下の北海道美術　─画家たちは戦地で何を見たのか─

一般 510(420)円、高大生 250(170)円  三岸好太郎美術館との共通券 一般 830(670)円、高大生 410(270)円  ※( )内は、10名以上の団体料金。
※無料になる方／65歳以上、中学生以下、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（ミライロID利用可）及びその介護者(１名)など。

011-644-6882【近美コレクション】この一点を見てほしい。　
2月11日(土・祝)～4月9日(日) 休館日：月曜日　9:30～17:00（最終入場は16:30まで）　北海道立近代美術館　展示室A1F（中央区北1条西17丁目）

2月11日(土・祝)～4月9日(日) 休館日:月曜日　9:30～17:00（最終入場は16:30まで）　北海道立近代美術館　展示室A2F（中央区北1条西17丁目）

開演19:00　受付18:15～18:45
ペア4800円  一般2400円 【特典】●スノードームブラック●ドリンク●白い恋人3枚入り小箱（各人数分）  チケット販売サイト https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01e74gjydvr21.html

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

ホワイトラブシネマvol.4『her 世界でひとつの彼女』
2月18日(土)・2月19日(日)

10:30～18:30（最終日は17:00まで）
無料

さいとうギャラリー

011-861-0253
中央区南1条西3丁目1ラ・ガレリア5F

大きな谷のクラフトワーク展
2月14日(火)～2月19日(日)

【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
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

北都館 絵を楽しむ小部屋《絵楽屋》☆北の冬景色☆
2月15日(水)～2月27日(月)　定休日：毎週火曜日

20:00～25:00
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丁目ニュー桂和ビル8F

青舎又猫個展　くれなゐ・のすたるじぃ
2月16日(木)～2月28日(火)　定休日：毎週日曜・月曜日

10:00～18:30
無料

FIKA CAFÉ Lagom

julianiinaiina@gmail.com
中央区南4条東1フェアフィールド・バイ・マリオット札幌1F

うたかたアパートメント 池田蔵人 個展
2月16日(木)～3月26日(日)

011-839-0461

開演18:50　開場18:30
無料　90名様限定　申込はメールにて

札幌市時計台ホール

ezon@s367.xrea.com
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

えぞオン 2023時計台
2月10日(金)･2月11日(土・祝)

【開催日】3月12日(日)開演14:00　開場13:30
300円 ※席の必要なお子様も予約が必要です。※お1人様3枚まで　定員150名(先着順)※電話予約のみ

札幌市厚別区民センター2F　区民ホール
厚別区厚別中央1条5丁目3-14

東日本大震災復興支援チャリティコンサート
【申込期間】2月6日(月)～3月12日(日）【受付時間】10:00～16:00 予約

申込

【開催日】3月6日(月)18:00～18:40
北海道銀行本店営業部ロビー
中央区大通西4丁目1道銀ビル1F

【申込締切】2月7日(火)当日消印有効 予約
申込

011-894-1581

道銀文化財団 CLASSIC♪FAN#3 北海道銀行本店ロビーコンサート 　マリンバの夕べ～ 響き渡るローズウッドの音色

【開催日】3月7日(火)18:00～18:40 中央区大通西4丁目1道銀ビル1F

道銀文化財団 CLASSIC♪FAN#4 北海道銀行本店ロビーコンサート ～春よ来い♫～
【申込締切】2月7日(火)当日消印有効 予約

申込
北海道銀行本店営業部ロビー

【開催日】2月23日(木・祝)開演13:30 開場12:30
札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

陸上自衛隊北部方面音楽隊 第89回 定期演奏会
【申込締切】2月7日(火)24:00 予約

申込

予約
申込

全席指定　無料　※未就学児のご来場はご遠慮願います。申込等詳しくはHPをご確認ください。https://sec.mod.go.jp/gsdf/nae/naband/r_concert.html

011-581-3191(内線：3337)

011-233-1029
全席指定　無料　100名様ご招待　申込はハガキによる抽選　申込はHPをご確認下さい。https://dogin-bunkazaidan.org/event.html

全席指定　無料　100名様ご招待　申込はハガキによる抽選　申込はHPをご確認下さい。https://dogin-bunkazaidan.org/event.html
011-233-1029
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４ ※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。　※ご覧の情報は2023年2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。

11:00～18:00　※売り切れ次第終了となります
無料　

大通ビッセ1F・B2F

011-388-4131
中央区大通西3丁目7北洋大通センター

酪農学園マルシェ
2月10日(金)～2月12日(日)

第1部 開演13:00 開場12:30　第2部 開演16:00 開場15:30
前売 3000円　当日 3500円

cube garden

totonou.tani@gmail.com
中央区北2条東3丁目2-5

やすと横澤さんとトム・ブラウン
2月19日(日)

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】2月17日(金)18:45～20:45
予約
申込

料金・講座内容・申込方法等詳しくはHPをご確認ください。http://sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=858

011-252-6752

　

13:30～15:30　定員40名
1000円(道民カレッジ生・学生500円)  ※予約不要・要マスク着用

愛生舘サロン

011-577-1441
中央区南1条西5丁目愛生舘ビル6F南側奥

新渡戸遠友館(仮称)建設支援 連続講座　第8回　二宮尊徳と北海道
2月14日(火)

10:30～18:30
無料 011-232-3661

中央区北1条西3丁目

kuraché（クラシェ）2023.02「食べるをたのしむ」
2月15日(水)～2月20日(月)

【開催日】2月18日（土）10：00～17：00

【さっぽろ市民カレッジ】～伝える。響く。動かす。～キャッチコピーのつくり方
【申込締切】2月17日(金) 予約

申込西区宮の沢1条1丁目1-10

【開催日】2月18日（土）13：00～17：00

【さっぽろ市民カレッジ】社会に役立つ仕事カタログ～知ることで踏み出す第一歩～
【申込締切】2月17日(金) 予約

申込西区宮の沢1条1丁目1-10

札幌市生涯学習センター　ちえりあ2F 大研修室
011-671-2311

4200円　定員20名（先着順）　申込はHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2022-1120-1605-22.html

1500円　定員20名（先着順）　申込はHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2022-1015-1714-22.html

札幌市生涯学習センター　ちえりあ2F 中研修室2
011-671-2311

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

【開催日】2月27日(月)開演13:15開場13:00 中央区北1条西1丁目

シニアの住まい選びセミナー
【募集期間】1月30日(月)～2月24日(金) 予約

申込

【開催日】2月17日(金)開演18:00開場17:30
無料　定員60名　予約は電話にてお願いします

豊平館　広間

011-211-1951
中央区中島公園1-20

令和4(2022)年度 札幌市豊平館 講座「開拓使による洋風建築技術の受容と発展」
【募集受付】1月18日(水)～　【受付時間】 9:00～17:00 予約

申込

【開催日】3月2日(木)開演14:00 開場13:30
無料　オンライン開催　定員1000名　HPよりお申し込みください。https://va.apollon.nta.co.jp/hxhf2023/

011-706-9618
北海道大学×日立北大ラボ フォーラム「Society 5.0 北海道の未来」(第4回)

【募集期間】1月20日(金)～2月28日(火)12:00締切

【開催日】3月4日(土)10:00～15:00
北海道立消費生活センター
中央区北3条西7丁目北海道庁別館西棟2F　　

消費者トラブル110番
【募集期間】1月23日(月)～3月3日(金) 予約

申込

【実施期間】4月1日(土)～11月30日(木)

2023年北海道e-水プロジェクト　助成事業を募集します
【募集期間】1月4日(水)～2月28日(火)18:00必着

応募無料　詳しくはHPをご確認ください。https://www.heco-spc.or.jp/emizu/

【申込先】公益財団法人 北海道環境財団
【申込先住所】中央区北4条西4丁目1伊藤・加藤ビル 4F

011-218-7811

9:45～15:30（入館は15:00まで）
1月7日(土)～3月12日(日)　休館日：毎週月曜日(月曜が祝日の場合は火曜) 

かんじき貸出料金 大人500円 小学生以下無料　受付は芸術の森センター事務室にて ※団体は10～20名様まで。団体でのご参加の場合は事前にご予約をお願いします

札幌芸術の森　野外美術館
南区芸術の森2丁目75

011-592-5111芸森 かんじきウォーク

9:45～15:30（入館は15:00まで）
1月16日(月)～3月12日(日)土・日・祝日のみ

無料　芸森かんじきウォーク参加者限定イベント　対象は小学校低学年～
南区芸術の森2丁目75
札幌芸術の森　野外美術館

011-592-5111

芸森 かんじきウォーク　関連イベント　ねんどくんと一緒にまつぼっくりを探せ！～かんじきミニゲーム～

【開催日】2月16日(木)開演18:30開場18:00

知るぽると塾in札幌
【募集期間】1月12日(木)～2月15日(水)17:00まで 札幌市民交流プラザ1F　SCARTSコート 予約

申込

011-208-1113

無料　定員50名＋オンライン(事前申込制)　申込は電話(011-820-3122)、メール(online@sec.or.jp)もしくはhttps://forms.gle/mMpsTngTnShGUDfH8
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

10:00～17:00

就職相談会（発達・精神・知的・身体・難病）市内６カ所開催
1月9日(月)～3月30日(木)　要予約 LITALICOワークス札幌　他5カ所 予約

申込中央区北4条西3丁目1札幌駅前合同ビル7F　他5カ所

info_sapporo_wk@litalico.jp

無料　予約申込は電話（0120-951-712）もしくはHP(https://works.litalico.jp/seminar/hokkaido-tohoku/sapporo/)

011-221-0110

2月12日(日) 10：00～15：00
無料

みんなのいえ

inokomono@mail.zaq.jp
北区北14条西3丁目1-23

おでかけ曜日 2023
2月10日(金)12：00～16：00・2月11日(土・祝)11：00～16：00

8:45～17:15

福寿草と雪割草展～春を告げる雪国の妖精たち～
1月31日(火)～2月12日(日)　休館日：毎週月曜日

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

百合が原緑のセンター　小温室
011-772-3511

北区百合が原公園210

無料　定員50名　チラシ裏面の参加申込書に記入の上、FAX(011-231-6822)にて申し込み願います。

カナモトホール(札幌市民ホール)2F 第1・2会議室
011-210-6224

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6F南側奥

北海道の問題から地球と共生の未来を考えるpart２
2月18日(土) 予約

申込

10:00～12:00　 南区真駒内駅裏

森のようちえん「いつもり」
2月19日(日) 予約

申込

【開催日】2月21日（火）～3月14日（火）14:00～16:00　【毎週火曜日全4回】 西区宮の沢1条1丁目1-10

【ちえりあ学習ボランティア企画講座】人形浄瑠璃と現代人形劇の世界～知って楽しい人形芝居の魅力～
【申込締切】2月20日(月) 予約

申込
3600円　定員30名　申込はHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2022-1015-1716-22.html

札幌市生涯学習センター　ちえりあ2F 大研修室(1回目)　6F講堂(2～4回目)
011-671-2311

料金・講座内容・申込方法等詳しくはHPをご確認ください。http://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=861

011-252-6752

【集合場所】真駒内駅構内定期券発売所隣　10時集合
070-8985-0961

親子ペア1500円　お子様おひとり増える毎に1000円プラス（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

開演13:30　開場13:00
2000円

札幌市資料館2F　研修室

090-9527-6857
中央区大通西13丁目

朗読とハープのアートスケッチvol.3  笑いでHOT！春待ち・落語と朗読　イイ関係！？
2月18日(土)

10:00～18:00（最終入場は17:50まで）
無料

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1F

自然写真家泊和幸 出版記念写真展 「里山の宇宙（くうかん）で暮らすキタキツネ」
2月10日(金)～2月15日(水)

「秋・冬・学生部門」2月24日(金)～3月1日(水)10:00～18:00（最終入場は17:50まで）
無料

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1F

第18回美しい風景写真100人展
「春・夏・テーマ賞」2月17日(金)～2月22日(水)10:00～18:00（最終入場は17:50まで）※休館日：2月23日(木・祝)

10:00～17:00
無料

札幌市民交流プラザ1F　SCARTSコート

011-271-5822
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

令和4年度 札幌市民芸術祭 第19回 市民写真展
2月18日(土)～2月23日(木・祝)

【開催日】3月26日(日)
詳しくはHPをご確認ください。http://sapporobaroquedancer.blog100.fc2.com/blog-entry-258.html

2023年 浜中康子 バロックダンス講習会
【受付期間】1月26日(木)～3月19日(日) 予約

申込

【開催日】2月23日(木)開演13:30 開場13:00 中央区北2条東6丁目2

賢治の風と月と星と
【受付期間】11月30日(水)～2023年2月23日(木・祝) 予約

申込

【開催日】2月8日(水)13:30～15:00（終了予定）
無料　電話・FAX(011-615-2666)・来館のいずれかにてお申し込みください。　定員80名（先着順）

札幌市社会福祉総合センター4F　大研修室
中央区大通西19丁目1-1

第25回 大人のための朗読会
【申込受付】1月12日(木)8:45～ 予約

申込

開演15:00～
渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

ゆきあかり朗読会
2月10日(金) 予約

申込

2月12日(日)開演11:00　開演14:00　※開場は開演の30分前
扇谷記念スタジオ・シアターZOO2月10日(金)開演19：30　2月11日(土・祝)開演13:00　開演16:00　開演19:00

前売2500円　当日3000円(できるだけ、ご予約をお願いします。)
※チケットの予約・お問い合わせは電話もしくは http://www.sannosuke.jp (オンライン決済できます）

札幌エルプラザ4F　大研修室
011-511-6777

北区北8条西3丁目28

柳家三之助落語独演会 三之助をみたかい？in札幌 Vol.80
2月11日(土・祝)　開演14:00　開場13:30

開演13:00　開場12:30
無料　入場者70名(昼12時30分から整理券配布)

札幌市中央図書館3F　講堂

090-3392-2123
中央区南22条西13丁目1-1

第107回「ろうどくの小径」
2月12日(日) 予約

申込

【競技開始】10:00～ 【午前の部】ドアオープン 9:45 【午後の部】ドアオープン 12:45
自由立見席4000円（プログラム別売）

ホテルエミシア札幌3F　パレスボールルーム

011-827-7611
厚別区厚別中央2条5丁目5-25

第60回毎日杯/第34回杉山杯争奪全道ダンス選手権大会
2月12日(日)

開演13:00　開場12:30
1000円 ※「アメブロ朗読はまなす」を検索してコメント欄から予約ができます。

札幌市民交流プラザ2F　SCARTSスタジオ

011-582-4134

朗読会 はまなす Vol.17
2月15日(水) 予約

申込

11:00～11:30よみきかせ 11:30～12:00ラーメン折り紙
無料　対象 0歳～小学生　人数 20名(先着順)

札幌市えほん図書館

fruhling-haru@nifty.com
白石区南郷通1丁目南8-1白石区複合庁舎6F

えほんで楽しくファンタジア 特別編　ラーメンの絵本
2月18日(土)

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

1500円 当日受付にてお支払いください。 予約取り消しの場合は、ご連絡をお願い致します。申込はメールもしくは電話（090-2815-4154）定員25名

旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮2F　和室B
kuriyama342215@ybb.ne.jp

011-614-2001

【お問い合せ・お申込み先】札幌バロックダンス研究会　工藤
【開催場所】琴似バレエ研究所(西区二十四軒3条4丁目6-7)

090-1385-0394　yokocornet@icloud.com

劇団ひまわり みずとめ座 第6回公演 「＜不思議の国のアリス＞の帽子屋さんのお茶の会」

全自由席 前売2500円 当日2800円 ※一般・学生一律  チケット取り扱い https://ticket.corich.jp/apply/223076/

011-210-7000
中央区南11条西1丁目3-17ファミール中島公園B1F

各日①11:00 ②14:00

人形劇フェスティバル2023年 さっぽろ冬の祭典「真冬に春がやってきた」
2月11日(土・祝)・2月12日(日)

3歳以上 前売1200円 当日1500円 ペア券2200円(電話・メール予約のみ) 団体割引1000円(10名以上/電話・メールでご連絡ください) ※乳児のご入場はご相談ください

札幌市こどもの劇場やまびこ座
011-753-2858

東区北27条東15丁目

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

開演14:00　開場13:30
全席自由 前売一般2000円 小中高生1000円　当日一般2500円 小中高生1500円  ※未就学児童入場不可

北海道立道民活動センター　かでる2・7　かでるホール
0167-39-0333

中央区北2条西7丁目

地域協働事業 かでる舞台フェスティバル2023 富良野塾OBユニット公演 「エレベーターガール」
2月18日(土)

中高生無料招待　会員制（大人）　詳しく電話もしくはHPをご確認ください。http://enkan.life.coocan.jp/

道新ホール
011-241-7081

中央区大通西3丁目道新ビル大通館8F

扉座 『最後の傳令　菊谷栄物語-1937津軽～浅草-』
2月19日(日)18:00・2月20日(月)13:00

【開催日】2月25日(土)開演15:00 開場14:00

第４回 入船亭扇辰独演会
【事前申込期限】2月20日(月) 渡辺淳一文学館

中央区南12条西6丁目414
予約
申込

2500円　事前申し込み、当日払い、当日券なし　申込はメール(hanashiza-takimoto@xqg.biglobe.ne.jp）あるいはtwitter@hanashiza DMあるいは011-215-9154（FAX可）まで

011-215-9154

1200円(予約制)お土産つき　障がい者手帳をお持ちの方は受付でご提示ください。半額とさせていただきます。

011-685-1362

無料　面談は要予約　電話相談をご希望の方は当日のみの特設電話（011-221-3707）へ開催当日にお電話ください。


