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10:00～17:00 （最終入館は16:30まで）

はじめてのほんごうしん　
1月28日（金）～5月31日（火）　休館日：毎週月曜日

一般 300(250)円、高大生 200(100)円、中学生以下 無料 、65歳以上250(200)円　※()内は10名以上の団体料金 ※65歳以上の方は年齢の分かるものをご呈示ください。

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

8:00～22:00 （最終日は20:00まで）

モデルルーム　大橋 鉄郎　OHASHI　Tetsuro
3月1日（火）～8月31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

6月1日（水）～7月3日（日）10:00～18:00※金曜土曜日のみ19:00まで（閉館の30分前まで）

バンクシー展 天才か反逆者か
3月24日（木）～5月31日（火）10：00～20：00（最終入場は19：30まで）

チケットは前売・当日あり※数量限定 ※未就学児入場無料※小学生以下のお子様は保護者同伴でご入場ください。※ベビーカーでのご入場はできません。 ※チケット情報はホームページをご覧ください。https://banksyexhibition.jp/

banksy-sapporo@htb.co.jp

10:00～20:00
無料

KAORI TSUVOKAWA SOLO EXHIBITION"LIFE"
4月1日（金）～6月30日（木）　定休日:毎週月曜日/第１第3日曜日

011-615-3532

KIITOS　
中央区大通西17丁目　CASA FORTE 2F

無料　応募要項等詳しくはHPをご確認ください。
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/kensinposuta.html

＜作品募集＞札幌市国保 - ポスターに使用する図案（イラスト）
4月1日（金）～6月30日（木）必着　

011-211-2887
【応募先】札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課国保健康推進担当　
【応募先住所】中央区北1条西2丁目　札幌市役所４F南

東1丁目劇場施設（旧北海道四季劇場）
中央区大通東1丁目10
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【出展対象日・場所】9月12日(月) ～ 9月15日(木)、チ・カ・ホ憩いの空間（中央区北3条西3・4丁目）
【募集期間】4月1日（金）～5月31日（火）【出展対象】ハンドメイド作品・食品（個装された焼き菓子・紅茶・珈琲）・占い
＜出展者募集＞手作り雑貨＆雑貨マルシェ hand to heart  pop up shop vol.6

料金・申込方法など詳しくはHPをご覧ください。https://catvmkt.jimdofree.com/募集中-9-10-15hand-to-heart-pop-up-shop/

a_cross44@yahoo.co.jp

9:30～17:00（最終入場は16:30まで） ※金曜日は19:30まで開館（最終入場は19:00まで）

【特別展】日本画家 羽生輝展　悠久の岬を望む
4月16日（土）～6月26日（日）　休館日：毎週月曜日

一般1000(800)円　高大生600(400)円　小中学生300(200)円  ※（ ）は10名以上の団体、リピーター割引料金　※未就学児など無料　※小学生以下のお子様のみの入場は不可（要保護者同伴）

011-644-6882
北海道立近代美術館　展示室A
中央区北1条西17丁目

5月 9:45～17:00(最終入館は16:30まで)　6月 9:45～17:30(最終入館は17:00まで)

PIXARのひみつ展　いのちを生みだすサイエンス
4月19日(火)～6月28日(火)

当日 一般・大学生 1500円　中学・高校生 1300円　小学生 900円 ※小学生未満は無料　※障害者手帳等をお持ちの方は提示頂くと本人と付き添い1名が無料。

011-591-0090
札幌芸術の森美術館
南区芸術の森2丁目75

9:30～17:00 （最終入場は16:30まで） ※金曜日は19:30まで開館（最終入場は19:00まで）

【特別展】フェルメールと17世紀オランダ絵画展
4月22日(金)～6月26日(日）　休館日:毎週月曜日

一般 1800円（1600円）　高大生 1000円（800円）　小中学生 700円（500円） ※（ ）は10名以上の団体、リピーター割引料金　※未就学児など無料　※小学生以下のお子様のみの入場は不可（要保護者同伴）

011-214-5484
北海道立近代美術館　展示室B
中央区北1条西17丁目

9:30～17:00（最終入場は16：30まで）

100の素描 令和4年度第2期所蔵品展
４月23日(土)～7月3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、障害者手帳をお持ちの方等は無料 ※（）内は10名以上の団体料金。※高校生は土曜日ならびに学校の活動での利用は無料。

011-644-8901
北海道立三岸好太郎美術館
中央区北2条西15丁目

Lunch 12:00～　Dinner 18:00～

おかわり日和　彼方アツコ個展
4月27日（水）～6月28日（火）　定休日：月曜・祝日

 アートグッズ付きコース　Lunch 3400円～　Dinner 5000円～　（完全予約制 １組2名様～）

完全貸し切り日本酒居酒屋 柚日出
中央区南6条西3丁目6-24第2桂和ビルB1F

予約
申込

11:00～19:00 （最終日は17:00まで）

経塚真代 個展
5月2日（月）～6月30日（木）　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

①開演14:30～ ②開演18:00～

映画『わが青春つきるともー伊藤千代子の生涯ー』
6月4日（土）

前売券 1200円　当日券 1500円　学生 700円 ※チラシ持参の方は当日料金1500円より200円割引きます。

090-9755-3950
ちえりあホール　札幌市生涯学習センター
西区宮の沢1条1丁目1-10

011-212-1712

5.30 6.12 

１

20:00～25:00

西牧徹個展「ferrgyulo」　-フェリギュロ-         
5月6日（金）～5月31日（火）　定休日：日曜・月曜日

無料※当店はBARのため飲食のご注文をお願いしております。

011-839-0461
BAR＆GALLERY　卍
中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F

10:30～20:00 （LO.19:30）

浅間あす未  野口清村二人展「合掌」
5月24日（火）～6月5日（日）

無料※カフェのためワンオーダーお願いします。 011-299-6380
中央区南9条西3丁目2-1マジソンハイツ1F
TO OV cafe/ gallery (ﾄ･ｵﾝ･ｶﾌｪ)

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。

vol.364

【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 名画の小部屋　銅版画の魅力　ー　道内の人気作家　ー
5月25日（水）～5月30日（月）　定休日：毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします 011-643-5051

カフェ北都館ギャラリー
西区琴似1条3丁目1-14

10:00～17:00

2022 絵付けの陶器展「草花のうつわ」
5月31日（火）～6月5日（日）　

無料 011-383-7803

ギャラリー大通美術館　D室
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

10:00～18:00 （最終日17：00まで）

中村美沙子展―線画の世界―
5月31日（火）～6月10日（金）　休館日：土曜・日曜日

無料 011-261-6511

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

開演18:30　開場18:15

ポーランド名画ビデオ鑑賞&交流会 『赤い闇～スターリンの冷たい大地で』
6月1日（水）

無料　必須：氏名・連絡先を電話又は、メール（hokkaidopolandca@gmail.com）でお知らせください。

011-384-5984
札幌エルプラザ　4F 中研修室
北区北8条西3丁目

【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

金子圭太展～かげろう～
6月1日（水）～6月6日（月）　定休日:毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします。　 011-643-5051

カフェ北都館ギャラリー
西区琴似1条3丁目1-14

11:00～18:00（初日13:00から、 最終日17:00まで）

仲 浩克 油彩画作品展
6月1日（水）～6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。　 011-232-3980

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

10:00～18:00 （最終日16：00まで）

久藤エリコ 鼓代弥生 ふたり展 Near the Number 【Exhibition】
6月2日（木）～6月12日（日）　定休日：6月7日（火）

無料 090-1306-5522

茶廊法邑
東区本町1条1丁目8-27 

今井喬裕展　-状況の構図-
6月2日（木）～7月24日（日）　会期中の木・金・土・日曜日開催

一般(小学生含む) 700円　小学生未満：無料　障害者手帳をお持ちの方（介護者1名も同料金）：500円

11:00～17:00 （6月3日は15:00まで）

ぬくもり人形 展
6月3日（金）～6月6日（月）

【羊毛ワークショップ】 参加費：1000円  【中世古楽オープニングLive 】大人2500円　学生1500円　未就学児無料(膝の上) 全13席・要予約 （otoniwa.kogaku@gmail.com　080-3395-7020）

070-6512-8182
多目的喫茶店アイビィ
中央区北1条西18丁目1-52市田ビル2F

10:00～17:00 (最終日16:00まで）

CRAFT kikunoの銀細工「夏の香り」
6月3日（金）～6月7日（火）

無料 011-584-0025

GALLERY kamokamo
南区真駒内幸町1-1-15

9:30～18:00 (土日は10:00～)　入場は閉館15分前まで

NHK札幌企画展「自然を見る」～８K×道内作家で紡ぐ北海道の“美”～
6月3日（金）～6月12日（日）

無料 011-207-2499

NHK札幌放送局
中央区北1条西9丁目1-5

11:00～18:00 （最終日 17:00まで）

花瑠伽・小野寺理代「 ソウタシエ展」
5月25日（水）～5月30日（月）　

無料※カフェのためワンオーダーお願いします 011-232-3980

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

10:00～18:00

加飾的硝子　2022 初夏　-幽玄-

5月28日（土）～6月12日（日）　休館日：木曜・金曜日

無料 011-839-2277

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

10:00～19:00 （最終日は17：00まで）

絵を描かなくても食べていけます4
5月31日（火）～6月5日（日）

無料 011-708-0606

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

【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

香西富士夫 遺作展ー百花繚乱Ⅲー
5月25日（水）～5月30日（月）　定休日：毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします 011-643-5051

カフェ北都館ギャラリー
西区琴似1条3丁目1-14

予約
申込

予約
申込

※70分ごとの時間別予約制 ご予約いただける時間帯    ①10:00～11:10　②11:10～12:20 ③12:20～13:30　④13:30～14:40 ⑤14:40～15:50　⑥15:50～17:00
HOKUBU記念絵画館(豊平区旭町1丁目1-36)

10:00～18:00

加飾的硝子　2022 初夏　-幽玄-
5月28日（土）～6月12日（日）　休館日：木曜・金曜日

無料

悠遊舎ぎゃらりぃ SAPPORO
白石区本郷通11丁目北1-1サンフラワーズ本郷A 1F
011-839-2277

011-822-0306
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開演13:00　開場12:30

TRIO CONCERT
6月5日(日)

一般 前売2000円　当日券2500円　高校生以下 1500円 090-2875-9929

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

予約
申込

２

　

※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5月25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。

10:00～18:00

第43回 SSP展「自然を楽しむ科学の眼 2022-2023」
6月10日（金）～6月15日（水）

無料 03-3264-3383

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

11:00～18:00（最終日は17:00まで）

札幌の木、北海道の椅子展　’21-’22
6月4日（土）～6月19日（日）　火曜休廊

無料 011-562-7762

GALLERY創
中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ

11:00～20:00 （最終日は17：00まで）

あ・ら・かるとアート展
6月6日（月）～7月2日（土） 　定休日：日曜・祝日

無料 011-861-0253

ギャラリー土土＆土土カフェ
中央区南15条西15丁目2-10

10:00～18:00 （最終日16:00まで）

北村 哲朗 彫刻展 -樹憶-
6月7日（火）～6月12日（日）　

無料 011-708-0606

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

10:00～17:00 （最終日16:00まで）

キルトリーダーズ北海道 第10回作品展
6月7日（火）～6月12日（日）　休館日:毎週月曜日

011-775-1660

ギャラリー大通美術館　A-D室
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

13:30～15:00

脳が喜ぶ！心が笑う！体のリフレッシュ！
無料　

無料　定員14名 090-7653-1161

14:00～15:30［当日11:00～18:00はトーク会場で作品をご覧いただけます］

SCARTSラーニングプログラム vol.001 西2丁目地下歩道映像制作プロジェクト 小田香作品『Underground』スクリーン上映＆トーク
6月11日（土）　

無料　※全席自由 ※定員50名 ※当日先着順、事前予約は不要です。  オンライン配信　YouTube配信も行います。 URL：https://youtu.be/_20nOLN-Brs 011-271-1955

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

10:00～17:00 （入館は16:30まで）

生誕100年　藤川叢三展
6月11日（土）～8月31日（水）休館日：毎週月曜（7/18（月・祝）は開館し、7/19（火）は休館）　

一般 300円（250円） 65歳以上250円（200円） 高校・大学生200円（150円） 中学生以下無料 ※( )内は10名以上の団体料金

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

開演14:30

第9回 無声映画を体験しよう!「キートンの探偵学入門」
6月12日（日）　

1000円 090-6566-4726

札幌市資料館　２F　研修室
中央区大通西13丁目

【開催日】7月24日（日）　13:30～16:30

コダーイ・メソッド体験セミナーVol.13
【募集期間】4月6日（水）～7月23日（土）　

一般2000円　学生1500円 011-313-3178

無料　募集要項など詳しくはHPをご確認ください。

寛仁親王牌童謡こどもの歌コンクール第37回参加者募集！
【募集期間】4月29日（金・祝）～5月31日（火）必着　

https://www.douyou-contest.com/ 

ＨＴＢ北海道テレビ
中央区北1条西1丁目6

【発表会】8月6日(土)10:00開始（予定）

＜参加者募集＞第36回北海道三曲〈箏・三絃・尺八〉コンクール
【募集期間】5月10日（火）～6月10日（金）　

中央区北2条西7丁目

6月10日（金）　申し込み締切 6月5日 プログラム「色遊びコラージュ」

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

札幌市資料館　2F　研修室
中央区大通西13丁目

『夜明け前』①10:30～11:40／トーク 11:40～12:00②15:30～16:40／トーク 16:40～17:00　『星に語りて』①12:30～14:30／トーク 14:30～14:50②17:30～19:30／トーク 19:30～19:50

札幌映画サークル　6月上映会
6月4日（土）

『夜明け前』 前売 800円　当日1000円　 『星に語りて』 前売 1000円　当日1300円

090-7055-0074
札幌市教育文化会館　4F 講堂(中央区北1条西13丁目)

童謡こどもの歌コンクール事務局　03-6416-3384

1名につき5000円（先着30組）　募集要項など詳しはHPをご確認ください。http://sapporo-sankyoku.com/concour2022.html

北海道立道民活動センター　かでる2.7　かでるホール
011-531-5565

10:00～16:00

第51回 北海道書道連盟展
6月8日(水)～6月12日（日）

無料 011-615-8119

札幌市民ギャラリー2F　第5展示室　展示ホール1・2
中央区南2条東6丁目

開演13:30　開場12:30

第31回 札幌フルートフェスティバル
6月5日(日)

全席自由 一般 2000円 学生(大学生以下) 1000円 ※3歳以上の未就学児入場可(無料) 011-522-1098

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15:30　開場15:00

久藤エリコ 鼓代弥生 ふたり展 Near the Number 【Live performance】　天の祝いと
6月5日(日)

3000円ワンドリンク付　※要予約 090-1306-5522

茶廊法邑
東区本町1条1丁目8-27

開演19:00　開場18:30

豊田勇造ライブ in 札幌
6月8日(水)

予約3500円、当日4000円（１ドリンク付き） 予約：みんたる：011-756-3600 ※定員15名 sc.nanone@icloud.com

フェアトレード雑貨＆レストラン「みんたる」
北区北14条西3丁目2-19

開演14:00　開場13:30
6月12日(日)
＜Kitaraアフタヌーンコンサート＞そよ風のバロック～ヴァイオリン＆チェンバロの音色にのせて～

全席指定　一般 2000円　U25 500円　Kitara Club会員料金 一般 1500円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。 011-520-2000

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

 11:30～17:00 

札幌パークホテル「2021年度 中島公園の四季を撮るフォトコンテスト」入賞作品展　　　　
3月12日(土)～5月31日(火)

無料　テラスレストラン「ピアレ」店内の展示鑑賞は飲食のご利用をお願いいたします。 011-511-3143

札幌パークホテル1Fロビーとテラスレストラン「ピアレ」
中央区南10条西3丁目

10:00～17：00

第27期特別記念展 女性の書画展～江戸から昭和まで
4月7日(木)～7月31日(日）休館日:毎週月曜日

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

【応募先・問合せ先】札幌市民芸術祭実行委員会事務局「さっぽろ市民文芸」係

さっぽろ市民文芸第39号掲載作品募集
【募集期間】4月15日(金)～5月31日(火)必着 予約

申込

予約
申込

予約
申込

募集要項　テーマは自由（カラー、モノクロ）

＜一般公募＞2022年 第54回 道美展 写真部門
【募集期間】5月1日(日)～5月31日(火)必着

サイズは四つ切もしくはA4の単写真・5点まで3000円1点増すごとに1000円　詳しくはhttps://xn--ygtp33f7pl.jp/free/contestをご確認ください。

011-551-2338
応募先：北海道美術作家協会写真部　植田俊光
応募先住所：中央区伏見2-2-69

9:30～17:00 （最終入場は16:30まで）　

ファミリー文学館「花・彩々ー文学の中に咲くー」
4月16日(土)～6月5日(日）※休館日:毎週月曜日(祝日等の場合は開館し、翌日休館)

無料　 011-511-7655

北海道立文学館　特別展示室
中央区中島公園1-4

9:00～15:00　※12:30～13:30はお昼休み

Sunny.S mini exhibition　花視線～コトノハナビラ～
5月2日（月）～5月31日（火）　定休日：土曜・日曜・祝日

無料 info@sunnysworks.com

北陸銀行 西岡支店　ミニギャラリー
豊平区西岡3条５丁目5-8

10:00～18:00 （入館は17:50まで）

烏里烏沙写真展「世界自然遺産 三江併流地域に生きる」
5月27日(金)～6月1日（水）

無料 03-5912-1232

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

10:00～18:00

第41回 北海道創玄展 併催 第58回 創玄展北海道二科展
6月1日（水）～6月5日（日）　

無料 011-387-0766

札幌市民ギャラリー
中央区南2条東6丁目

9:00～17:00 （最終日は13:00まで）

竹華書道会作品展  (第8回かでるマンスリー展示)
6月2日（木）～6月16日（木）

無料 011-522-5167
中央区北２条西７丁目
北海道立道民活動センター　かでる2.7   1F　展示ホール

10:00～18:00

DANNP写真展「北の貌2022」
6月3日（金）～6月8日（水）

無料 011-241-7170

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

9:00～22:30 （終了時間は、その日の上映タイムテーブルによります）      

Sunny.S POPUP STORE for 2nd exhibition「コトノハ舞うは紡風」～冬・春・夏を吹きぬけて～
6月5日(日)～6月18日（土）

無料 011-221-3802

サツゲキ（映画館・ロビー内スペース）
中央区南2条西5丁目6-1 

9:00～19:00

Sunny.S  2nd exhibition 「コトノハ舞うは紡風」～冬・春・夏を吹きぬけて～

無料 011-251-0731

札幌市資料館　ギャラリー6
中央区大通西13丁目

9:00～19:00 （最終日は16:00まで）

写団新雪写真展2022
6月7日（火）～6月12日（日）

無料 090-6494-6488

札幌市資料館　ギャラリー2
中央区大通西13丁目 

6月7日（火）～6月12日（日）

開演14:00　開場13:30

ウィステリアホール PREMIUM CLASSIC 16th  ～ドイツロマン主義～
6月5日(日)　

全席自由　一般 2000円 　U25 1000円　※小学生以上が入場可能となります。 011-281-1001

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

無料　募集要項等詳しくはチラシもしくはHPをご確認ください。https://www.kyobun.org/fes_event.php?gid=7 

011-271-5822

プレトーク 14:45～14:55 　お話/千葉潤（音楽学、札幌大谷大学学長）

<Kitara室内楽シリーズ>ダネル弦楽四重奏団 ～「第1番」から辿る作曲家の物語
6月4日(土)開演15：00　開場14：15　

全席指定一般4000円 U25※2000円※1997年以降生まれの方が対象（未就学児入場不可）  2公演セット券 一般 7000円（限定20席、Kitaraチケットセンターのみ取扱い）  KitaraClub会員特別料金一般3000円

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

 プレトーク 14:30～14:50 お話/千葉潤（音楽学、札幌大谷大学学長）～ダネル弦楽四重奏団メンバーとともに

<Kitara室内楽シリーズ>ダネル弦楽四重奏団 ロシア音楽～20世紀から新時代へ
6月5日(日)開演15：00　開場14：15　

全席指定一般4000円 U25※2000円※1997年以降生まれの方が対象（未就学児入場不可）  2公演セット券 一般 7000円（限定20席、Kitaraチケットセンターのみ取扱い）  KitaraClub会員特別料金一般3000円

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

＜参加者募集＞【サウンドバトル北海道】全道ノンプロバンドバトル10周年記念大会
予約
申込

6月21日（火）～6月22日（水）　オルガン体験レッスン 定員：若干名募集
【受付期間】5月30日(月)～6月10日(金)　受講料：500円
札幌コンサートホール Kitara パイプオルガン特別講義

中央区中島公園1-15

開演13:30　開場12:50

札幌交響楽団演奏会 Kitaraでクラシック！
6月2日(木)　

全席指定 おとな  1000円　シニア  500円※ ※1957年（昭和32年）以前生まれ対象（65歳以上） ※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※託児可（有料・前日までの予約制）

011-520-1771
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14:30

聖母と森と子守歌
6月3日(金)　

一般 2500円　学生 1500円　 未就学児（膝の上）無料 ※全13席・要予約 080-3395-7020

多目的喫茶店アイビィ
中央区北1条西18丁目1-52市田ビル2F

10:00～18:30 （最終日は17:00まで）

弦楽器専門店　シャコンヌ　春の展示会
6月3日(金)～6月5日(日)　

無料　※修理は予約制 011-221-2561

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

予約
申込

予約
申込

札幌コンサートホールKitara　大リハーサル室

お申込方法： ①「パイプオルガン特別調義」終了後、会場（大ホール）で受付いたします。 ② ①以外の方は5月31日(火)～6月10日(金)の間にお電話でお申込ください。 ※応募者多数の場合は抽選。 

011-520-2000

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

予選：5月22日(日)、6月19日(日)、7月16日(土)、8月20日(土)、8月21日(日) 各13:00スタート　決勝：11月3日(木・祝)14:00
ESPホール（7月16日のみ　ラソラ札幌イベントコート開催）　中央区南3条西1丁目3-6　狸小路BIGBOSS 3F

011-799-4460

一般入場料 500円　応募は1名2000円（締切や応募方法はHPをご覧ください。https:www.facebook.com/nonproband/）
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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。

※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5月25日時点の情報を元に作成しております。

19:00～20:30　

<2022年度 受講生募集>義太夫講習会

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

予約
申込

【講習会日程】 Ⅰ期 5月18日(水)～20日(金)　Ⅱ期 7月13日(水)～15日(金)　Ⅲ期 10月5日 (水)～7日(金)　Ⅳ期 11月30日(水)～12月2日(金)
011-723-5911

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

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

＜申込受付＞劇団四季ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』
【受付期間】4月16日(土) ～7月10(日)

S席9900円 ※公演当日3歳以上有料（ひざ上観劇不可）、2歳以下入場不可。

開催教室・日程等の詳細は、HPをご確認ください。http://letstry.socialdance.asia/174.html

社交ダンス無料体験講座「2022 レッツ・トライ・ダンシング」　
5月～6月

無料 011-376-1009

予約
申込

予約
申込

7月6日(水)開演18:30開場17:45　7月7日（木）開演13:30開場12:45　7月8日（金）開演13:30開場12:45　7月9日（土）①開演13:00開場12:15　②開演17:30開場16:45　7月10日（日）開演13:00開場12:15

0570-008-110
札幌市教育文化会館　大ホール（中央区北１条西13丁目）

ユースクラス：17:00～18:30/一般講習会：19:00～21:00　

<2022年度受講生募集>人形浄瑠璃講習会　　 ※締切はなく随時受付 　

※締切はなく随時受付 　

申込
予約

《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 》 受講料：10000円(年会費。足袋・黒手袋代実費)  

011-723-5911

14:00～16:00

渡辺淳一文学館主催 朗読スクール　みんなの朗読～坊っちゃん三昧～
6月1日（水）　6月15日（水）　7月6日（水）　7月20日（水）　8月3日（水）リハーサル　8月17日（水）発表会　

15000円（全10回）クレジットカード可（教材コピー代別途） 定員10名(最小開催人数6名)

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

音夢の会　朗読会
6月2日（木）

予約制 1200 円　障がいをお持ちの方は受付でお申出により半額

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

霧言抄 ～心に残る語りと朗読～
6月5日（日）

2000円 ※定員50名・要予約 090-3392-2123

渡辺淳一文学館　講堂
中央区南12条西6丁目414

申込
予約

申込
予約

申込
予約

011-551-1282

011-685-1362

札幌市内（中央区、東区など）のダンススクールなど

13:30～15:00

第23回 大人のための朗読会
6月8日(水)

無料　定員80名　※先着順となります 011-614-2001
中央区大通西19丁目1-1

予約
申込

札幌市社会福祉総合センター　4F 大研修室

開演18:30　開場18:00

札幌みらい塾2022 ACFアートサロン in カナモトホールKING OF BREAKIN’
6月9日（木）

中央区北1条西1丁目

開演13:30　開場13:00　※定員35名

～朗読とハープのアートスケッチ～「風薫る　北の大地・小説巡遊」
6月11日（土） 札幌市資料館2F　研修室

中央区大通西13丁目

17日(金)夜19:30 　18日(土)昼15:00夜19:30 　19日(日)昼15:00

クラアク芸術堂第4回公演『カラマーゾフの裁判』
6月11日(土)昼15:00 夜19:30 　12日(日)昼15:00 夜19:30 　13日(月)夜19:30　14日(火)夜19:30 　15日(水)休演日　16日(木)夜19:30 　 

一般2500円　25歳以下1500円 ※当日券のお客様は、会場でお名前とお電話番号のご記入をお願いします。 ※25歳以下料金のお客様は年齢確認できるものの提示をお願いします。

050-5242-9188

カタリナスタジオ（北区北10条西2丁目18-1）

開演14:00　開場13:30

柳家三之助落語独演会　三之助をみたかい？in札幌　Vol.76
6月12日（日）

前売2500円　当日3000円　（できるだけご予約下さい） 011-511-6777

札幌エルプラザ4F　大研修室
北区北8条西3丁目

サッポロ・シティ・ジャズ ボランティアスタッフ募集
【冬期募集期間】3月15日(火)～10月20日(木)
【冬期活動期間】11月～2023年3月31日　　

市内各会場

https://scj-savers-member.jp/

予約
申込

予約
申込

予約
申込

一般（大学生以上）：2000円 高校生：1000円 小中学生：500円 ※ACF会員及びV-net会員：1500円 ※未就学児無料

090-3110-6575
カナモトホール(札幌市民ホール)舞台上特設ステージ＆観覧席（150席限定）

2000円 ※障がいのお持ちの方は半額（手帳提示） ※ご予約お問合せ　高橋090-9527-6857　原090-7647-2385　熊井090-3019-3520

011-611-2061

011-592-4125

募集要項・説明会等の詳細及び応募はHPをご確認ください。

11:00～14:00

土曜日限定「ソープカービング教室」
4月2日(土)～6月25日(土)　毎週土曜日開催 ル・トロワ　2F　特設会場

中央区大通西1丁目13
予約
申込

体験レッスン料 2500円　対象6歳～事前予約制 (空席ある場合は当日可）　１レッスン 3500円（90分) お得な回数券もございます。通常レッスンは中学生以上　事前予約制

090-1542-5376

【開催日】6月19日(日)13:30~16:00

＜参加者募集＞福祉レクリエーションのつどい
【募集期間】4月10日(日)～６月15日(水)

中央区大通西19丁目1-1
予約
申込

300円(資料代を含む)　先着30名　服装は普段着でOKです。

090-1385-3385　FAX011-694-0726

アンケート配布枚数が目標枚数(400枚)に達した場合は配布を終了いたします。

もっと親しまれる文化財・旧永山邸アイデア募集アンケート
5月1日(日)～8月31日(水)

くわしくは旧永山邸管理室までお問い合わせください。全ての設問に回答いただきました方には、ナガヤマレストの500円お食事券をお渡しいたします。

011-232-0450
札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮　館内及び管理室
中央区北2条東6丁目2

料金・開催時間など詳しくはHPをご確認ください。

リアル脱出ゲーム×ルパン三世PART6「ロンドントラップタワーからの脱出」
5月13日(金)~6月12日(日)

https://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/lupin6.html 011-522-8777
中央区南1条西4丁目13日之出ビル 8F

予約
申込

リアル脱出ゲーム札幌店(旧アジトオブスクラップ札幌)

【開催日】6月23日（木）18:30～20:00

【公開講座】未病からみた新しい健康観 ～人生100年時代のヘルスケア～
【募集期間】5月30日（月）～6月10日（金）

500円※講座当日に受付にて徴収いたします。定員30名 011-385-4427

北海道情報大学　札幌サテライト教室

19:00～21:00 （9・10月は18:00～）
無料（入場対象：宿泊者限定）

JOZANKEI NATURE LUMINARIE
6月1日（水）～10月23日（日） 南区定山渓温泉西4　二見公園～二見吊橋

14:00～16:00

老いと向き合う part 7　第2回 口腔筋機能を高めよう！
6月3日（金）

通し2500円(単発600円/回) 011-252-6752
中央区南1条西5丁目8

時間等詳しくはHPをご確認ください。ttps://furoshiki-bunka.com/

SAPPORO風呂敷フェスティバル・風呂敷講演会&風呂敷講座
6月3日（金）～6月5日（日）　【風呂敷講座各回20名限定】 札幌市民交流プラザ　SCARTSスタジオ2

【開催日】7月2日（土）10:30～12:00

【公開講座】高齢者を見守るしくみについて ～今使えるしくみと新しい技術について～
【募集期間】6月6日（月）～6月17日（金）

500円※講座当日に受付にて徴収いたします。定員20名 011-385-4427

北海道情報大学　札幌サテライト教室

第31回YOSAKOIソーラン祭り
6月8日（水）～6月12日（日）

https://www.yosakoi-soran.jp/viewing/ticket_sales/

011-231-4351
大通公園、一番街（三越前、丸井今井前）、北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）ほか

18:45～20:45

新聞がなくなる！?　第2回 私と情報 ―市民は今どのように情報を得ているか?
6月9日（木） 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

13:30～15:30

一緒にやってみよう！令和4年 前期 シニアライフのレクリエーション
6月12日(日)

参加費　300円 20名　実施日の4日前まで募集 090-1385-3385
中央区大通西27丁目

10:00～15:30

てしごと市 in つどーむ VOL.12
6月8日（水）

無料

コミュニティードーム　つどーむ
東区栄町885-1

 011-598-2012

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

日時・会場によって観覧席料金が異なりますので詳しくはHPをご確認ください。

円山公園を歩こう（円山バスターミナル集合）

中央区北3条西7丁目緑苑ビル4F　㈱SCC北海道支店内

各回要予約 風呂敷講座・講演会 各回 1000円　関連イベント 【風呂敷講演会50名限定】 6月4日(土) 14:00 講演：「風呂敷と北前船」 講師：明楽みゆき　 6月3日(金)～6月5日(日) 同時開催 「花と書と風呂敷」展示 日常をしなやかに生きる

080-6078-2266

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

中央区北3条西7丁目緑苑ビル4F　㈱SCC北海道支店内

011-784-0360

【応募期間】7月7日（木）※ご搭乗後の応募となります。

富山ー札幌便スペシャル搭乗キャンペーン実施中！ANA旅行券プレゼント（3000円）
【対象期間】4月26日（火）～6月30日（木）までの搭乗分

応募対象・条件・応募方法等詳しくはHPをご確認ください。https://www.toyama-airport.jp/5272
050-1752-5800

【問合先】富山-札幌便スペシャル搭乗キャンペーン事務局

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）
【講習会日程】 Ⅰ期 5月17日(火)～20日(金)　Ⅱ期 7月26日(火)～29日(金)　Ⅲ期 10月12日 (火)～14日(金)　Ⅳ期 11月29日(火)～12月2日(金)

予約
申込

10:00～11:00　親子（幼稚園から中学生）10組限定

伝統文化親子風呂敷教室
5月8日(日)～11月13日(日） 日曜開催 (月1回）

実施回数　教室7回　参加費：500円 (毎月1回教材費)　発表会1回※9/4 12:00～15:00 発表会(札幌市教育文化会館小ホール)

札幌市民交流プラザ　SCARTS　ミーティングルーム
札幌市中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

13:00～14:30　20名限定、幼稚園から中学生対象

全国こども風呂敷学校
5月8日(日)~11月13日(日)　日曜開催 (月1回）

実施回数　教室7回　参加費：500円 (毎月1回教材費)　発表会1回 ※9/4 12:00～15:00 発表会(札幌市教育文化会館小ホール)

札幌市民交流プラザ　SCARTS　ミーティングルーム
札幌市中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

080-6078-2266

080-6078-2266

【開催日】6月18日(土)9:30～18:30受付 9:00～　6月19日(日)9:00～17:00

＜受講者募集＞自然観察指導員講習会
【募集期間】5月6日(金)～5月30日(月)必着　定員25名 予約

申込
NACS-J会員ではない方23000円、NACS-J会員の方18000円、受講時に22歳未満の方は21000円です。受講料、テキスト代、保険代、自然観察指導員登録料、昼食代他、会員費も含みます。

03-3553-4101
【申込先】北海道自然観察協議会　佐藤修方

さっぽろ自由学校「遊」　愛生舘ビル5F　501A

札幌市社会福祉総合センター3F　第3会議室

通し 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




