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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〉

〈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）

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

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

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

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

令和3年度「児童養護施設の児童絵画展及び書道展」
11月1日(月)～11月6日(土)

無料
市営地下鉄営業時間内

札幌地下街　オーロラコーナー（道新前通路）

011-251-5855
中央区大通西3丁目

北都館　名画の小部屋　Vol.113　斉藤和志-crossover-
11月1日(月)～11月29日(月)

無料　※カフェのため、ワンオーダーをお願いします。
【水・木・金曜日】10:00～22:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　定休日：毎週火曜日 ※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

おわりとはじまり　河口真由美 展
11月2日(火)～11月7日(日)　定休日：毎週月曜日

無料
10:00～18:00 ※最終日は17:00まで

コンチネンタルギャラリーA室

011-221-0488
中央区南1条西11丁目　コンチネンタルビル B1F

第65回記念新道展2021 受賞作家展
11月2日(火)～11月7日(日)　定休日：毎週月曜日

無料
10:00～18:00 ※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

YOSHINOBU IZUMA EXHIBITION 2021 NO.2 SILVER ART2
11月2日(火)～11月30日(火) 休館日：土・日・祝日

無料
11:00～19:00最終日は17:00まで

グランビスタギャラリーサッポロ

011-261-3311
中央区北1条西4丁目札幌グランドホテル1階ロビー内

本郷新記念札幌彫刻美術館　40th ANNIVERSARY+入館者40万人記念　サンクスデー
11月3日(水・祝)

無料
10:00～17:00 各イベント開催時間が異なります。詳しくはHP参照（http://www.hongoshin-smos.jp/d_detail.php?no=140）

本郷新記念札幌彫刻美術館（中央区宮の森4条12丁目）

011-642-5709

山本恒二小品展～四季の風景～
11月3日(水・祝)～11月8日(月)

無料　※カフェのため、ワンオーダーをお願いします。
【水・木・金曜日】10:00～22:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　定休日：毎週火曜日 ※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

北海道銀行コレクション
9月15(水)～11月23日(火・祝)

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※高校生は土曜日並びに学校教育での利用は無料。
中学生以下、65歳以上、障がい者手帳をお持ちの方等 無料9:30～17:00（入場16:30まで） 【休館日】月曜日
北海道立三岸好太郎美術館（中央区北2条西15丁目）

011-644-8901

 Familiar mountain & a fish doesn't eat microplastic
9月1日(水)～11月30日(火)

無料
8:00～22:00（最終日は20:00まで）

JRタワーARTBOX

011-209-5075
北区北6条西2丁目　JRタワー1階東コンコース

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

一般　300円　(大学生以下無料)
10:00～17:00（入館は16:30まで）

小原道城書道美術館

011-552-2100
中央区北2条西2丁目41セコム損保札幌ビル2F

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 （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

つむぐ　-フライヤーでふりかえる　hitaru ＆ SCARTSの3年間
9月24日(金)～12月26日(日)

無料 https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=1960

西2丁目地下歩道壁面（札幌市北1条西1丁目）
※オンライントークイベントあり。詳細は公式HPをご覧ください。

011-271-1955

原田ミドー展
9月2日(木)～11月30日(火)

無料

クロスホテル札幌　3Fレストランアッシュ

011-272-0010
中央区北2条西2丁目23番地

小林龍一展
9月2日(木)～11月30日(火)

無料

クロスホテル札幌　2Fロビー

011-272-0010
中央区北2条西2丁目23番地

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) 9:30～17:00（入場は16:30まで）
休館日：月曜日（9月20日、11月1日を除く）、9月21日

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

011-210-5731

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。小学生以下無料（要保護者同伴）
詳細は公式HPをご覧ください。（https://shosoin.exhibit.jp/）

【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（9月20日、11月1日を除く）、9月21日

〔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）

北海道博物館　第18回企画テーマ展　アイヌのくらし
【前期】10月16日(土)～11月14日(日)【後期】11月16日(火)～12月12日(日) ※休館日：毎週月曜日

無料
9:30～16:30　入場は16:00まで

011-898-0466
北海道博物館2階 特別展示室（厚別区厚別町小野幌53-2）

第32回　MOA美術館　札幌児童作品展
10月5日(火)～11月6日(土)　休館日：月曜日

無料
10:00～17:00 ※入賞作品のみ展示

MOAアートホール北海道1階　特設会場

090-6261-1276
西区二十四軒4条2丁目8-31

札幌美術展　佐藤　武
2021年10月9日(土)～2022年1月10日(月・祝)10月無休、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　※カッコ内は前売・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）

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

こあやこてん　ko-aya solo exhibition - fake earth -
10月27日(水)～11月1日(月)

無料
11:00～18:00 〈初日〉14:00～18:00 〈最終日〉11:00～16:00

ビストロカフェ＋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100  1F

木工クラフト2021 二橋愛次郎・勇田常夫 二人展
10月29日(金)～11月2日(火)

無料
12:00～18:00　最終2日17:00まで

日本茶日月 創星庵

011-207-7758
中央区南2条東1丁目フラーテ札幌3F

徐夢萍 JoMuhei solo exhibition 「＆ vol.2」
10月30日(土)～11月14日(日) 定休日：毎週月曜日

無料
10:00～19:00　※土日は17:30まで

岩見沢市立図書館2階 展示コーナー

0126-35-1400
岩見沢市春日町2丁目18-1

【北都館ギャラリー】第12回SMサムホール36人展
10月27日(水)～11月1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

ランプワークの世界展 2021 秋
10月23日(土)～11月7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

連載完結記念 「ハイキュー!!」展
10月20日(水)~11月8日(月)

一般・大学生 1500（1300）円、中高生 1000（900）円、小学生 500（400）円、グッズ付き入場券 2700（2500）円 ※カッコ内は前売券料金

10:00～20:00まで（最終日は17:00まで）※最終入場は閉場時間の60分前まで
大丸札幌店7階（中央区北5条西4丁目7） 詳細はHPをご覧ください。https://dmdepart.jp/museum/sapporo/haikyu-ten/#anc-01

011-232-1373

モリケンイチ個展　ちょっと素敵にカニバリズム
10月20日(水)～11月1日(月) ※定休日：毎週火曜日

無料
13:00～19:00

ギャラリー犬養 2F 大部屋

011-813-0515
豊平区豊平3条1丁目1-12

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10月27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10月27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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雪原に降りそそぐ青
11月3日(水・祝)～11月9日(火)

無料
10:30～19:30最終日は18:00まで

丸井今井1条館7階・北海道クリエーターズ

candle@s2.dion.ne.jp
中央区南1条西2-11　丸井今井一条館7階

第八回北の妖怪展
2021年11月4日(木)～11月9日(火)

無料　
10:00～18:50（初日13:00～18:50、最終日10:00～13:00）

アートスペース201  5階（中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル）
※ご来場前に、事前Web予約のご協力をお願いいたします。

詳しくはHPをご確認ください。https://youkaiten.okoshi-yasu.net/yobou.html#yobou

kitano_youkaiten@yahoo.co.jp

下田敏泰風景画展＆ひろ子のアートフラワー　～思い出の50年
11月4日(木)～11月9日(火) 休館日：毎週水曜日

無料
10:00～18:00　※最終日は17:00まで

道新ぎゃらりー　A室

011-853-4526
中央区大通西3丁目6道新ビル大通館7階

木と紙と土の温もり
11月4日(木)～11月10日(水)

無料
10:30～19:00　※最終日は17:00まで

さっぽろ東急百貨店　6階 プレミアムスクエア(画廊)

080-3267-7804
中央区北4条西2丁目

山北ユカコ　アイヌ刺繍作品展　かたちとせんとゆらぎ
11月4日(木)～11月30日(火)

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。）
定休日：毎週水曜日 ※11月16日(火)は臨時休業　【月～土】12:30～21:00 【日・祝】12:30～21:00 ※1グループ4人まで

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

緑色の実験　Yoko Tamura Solo Exhibition
11月6日(土)～11月21日(日)　定休日：毎週火曜日

無料
11:00～18:00　※最終日は17:00まで

ギャラリー創(SOU)

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36

グラスアートファクトリー25周年記念　第5回ステンドグラス教室作品展　
11月9日(火)～14日(日)

無料
10:00～19:00　※最終日は15:00まで

大丸藤井セントラル7階　スカイホール

011-775-0318
中央区南1条西3丁目

第9回　伝統工芸北海道展
11月9日(火)～15日(月)

無料
10:00～19:00　※最終日は16:00まで

三越ギャラリー

 080-5584-2251
札幌市中央区南1条西3丁目8　札幌三越本館9階

第16回　札幌国際短編映画祭
【オンライン上映会】11月12日(金)～12月5日(日)

オンライン上映会：2800円　特別上映会：1500円／1プログラム　詳細はHPをご確認ください。https://sapporoshortfest.jp/
【特別上映会】11月19日(金)～11月21日(日)

札幌文化芸術交流センター SCARTS クリエイティブスタジオ
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

 011-817-8924

コダーイ・メソッド体験セミナーVol.11
【受付期間】10月5日(火)～11月28日(日)

一般2000円　学生1500円
【開催日】11月28日(日)13:30～16:30

札幌市資料館　2階研修室

sapporomco@gmail.com
札幌市中央区大通西13丁目

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

千田岩城　マリンバリサイタル  ～札幌に薫る、音楽の風　〔振替公演〕
11月2日(火)

一般3000円　学生2000円
開演19:00　開場18:40

札幌市時計台2階ホール

090-4379-3210
中央区北1条西2丁目

AINU MUSIC FEST「MAREWREW LIVE!」
11月2日(火)

2000円　※未就学児入場不可
開演時間19:00　開場時間18:30

特設ライブエールシアター(旧北海道四季劇場)

011-520-0710
中央区大通東1丁目10

北海道ギターフェスティバル2021くギターアンサンブルのつどい＞
11月3日(水・祝)

無料
開演13:00　開場12:30

札幌市教育文化会館　小ホール

090-8176-3234
中央区北1条西13丁目

開館30周年記念事業「女性プラザ祭2021オープニングコンサート」
11月5日(金)

無料　観覧には申し込みが必要です。詳しくはHPをご確認ください。http://homepage.kaderu27.or.jp/event/self/dr34fo0000004g86.html
開演12:20　開場12:00　※定員60名

北海道立道民活動センターかでる2・7　1階展示ホール

011-522-5167

中央区北2条西7丁目

<Kitara ランチタイムコンサート>　トリオ・ソナタで彩る午後
11月6日(土)

一般2000円　25歳以下500円※25歳以下とは1996年以降生まれの方(未就学児を除く)が対象※未就学児入場不可
開演14:00　開場13:30

札幌コンサートホールKitara　小ホール

011-520-2000

中央区中島公園1-15

リコーダー・アンサンブルの楽しみ　リコーダー・古楽の仲間活動50年記念コンサート
11月6日(土)

500円　定員220名
開演14:00　開場13:30

白石区民センター　ホール

090-1643-3867
白石区南郷通1丁目南8

【江別公演】AINU MUSIC FEST「MAREWREW LIVE!」
11月7日(日)

2000円　※未就学児入場不可
開演時間14:00　開場時間13:30

ドラマシアターども

011-520-0710
江別市2条2丁目7-1

PREMIUM CLASSICIX「ソプラノ・クラリネット・ピアノ」
11月7日(日)

前売：一般2000（2500）円　25歳以下1000（1500）円 ※カッコ内は当日料金※小学生以上入場可能　90席限定
開演14:00　開場13:30

ウィステリアホール（中央区南1条西14丁目ウィステリア南1条ビル地下1階）

011-281-1001

当日券販売についてはHP内でご案内いたしますhttps://www.msnw-wishall.jp/event/202105102079/

第43回谷の音会コンサート
11月7日(日)

一般2000円　学生1000円　全席自由
開演13:30　開場13:00

札幌コンサートホールKitara　小ホール

ootanisinsinkai@gmail.com
中央区中島公園1-15

オペラ「名アリア・名序曲」ガラコンサート
11月7日(日)

2000円　全席自由　※未就学児入場不可
開演18:30　開場18:00

特設ライブエールシアター(旧北海道四季劇場)

011-281-6680
中央区大通東1丁目10

ザ・ルーテルホール 第20回 ミュージック・トュモーロー 札幌音楽家協議会 Concerto da Salone コンチェルト・ダ・サローネ
11月11日(木)

2000円　全席自由
開演19:00　開場18:30

ザ・ルーテルホール

011-211-1463
中央区大通西6丁目3-1

荘村清志ギターリサイタル「スペイン」
11月12日(金)

4500円　全席指定
開演19:00　開場18:30

ふきのとうホール

011-665-0675
中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6階

開館30周年特別企画 「半﨑美子　明日を拓くコンサート2021 in かでるホール」
11月12日(金)

3000円　※定員500名
開演19:00　開場18:15

北海道立道民活動センターかでる2・7　かでるホール

011-522-5167
中央区北2条西7丁目

小山実稚恵ピアノシリーズ「ベートーヴェン、そして…」第６回〈異次元へ〉
11月13日(土)

一般4500円　ペア8000円　25歳以下2000円　全席指定
開演15:00　開場14:15

札幌コンサートホールKitara小ホール

011-665-0675
中央区中島公園1-15

札幌室内歌劇場　時計台コンサートNo.79「イタリア音楽の楽しみ」
11月13日(土)

2000円(支持会員1800円)　※未就学児の入場はご遠慮ください。当日券の販売は致しません。
開演19:00　開場18:30

札幌市時計台2階ホール

011-211-0471

中央区北1条西2丁目

ロメウス弦楽四重奏団第10回演奏会
11月13日(土)

一般2000円　学生1000円　定員60席　全席自由　※未就学児の同伴はご遠慮ください。
開演14:00　開場13:15

札幌豊平協会

011-665-0675
豊平区豊平6条3丁目5-15

大切な人に送るコンサート「和の心・抒情の旅」～大切な人に贈る愛唱歌～
11月13日(土)

2000円　全席自由
開演18:30　開場18:00

札幌市豊平館　2階広間

080-3239-0463
中央区中島公園1-20

札幌青少年吹奏楽団 第35回 定期演奏会
11月13日(土)

無料　※入場には整理券（楽団団員からの配布のみ）が必要です。
開演19:00　開場18:00

カナモトホール(札幌市民ホール)

080-1865-3777
中央区北1条西1丁目

徳田貴子ピアノリサイタル 「心躍る音楽の贈り物」
11月13日(土)

一般2000円　小中高生1000円　(未就学児無料)
開演19:00　開場18:30

ザ・ルーテルホール

080-2598-3614
中央区大通西6丁目3-1

札幌アマデウス室内合奏団　2021・演奏会
11月14日(日)

無料
開演13:30　開場13:00

札幌市民交流プラザ　3階クリエイティブスタジオ

090-1529-1002
中央区北1条西1丁目　札幌創世スクエア内

『愛しき ものたち』 Teiji Yamada 写真展
10月29日(金)～11月7日(日)　定休日：月・火・不定期

無料
10:00～18:00　※最終日は16:00まで

茶廊法邑

090-3119-7170
東区本町1条1丁目8-27

ゆきぐにのねこ　寺本成貴　写真展
11月12日(金)～11月17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

北海道遺産フォトコンテスト2021
11月6日(土)

無料
10:30～18:00

北3条交差点広場
札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）内

info@hokkaidoisan.org

2021年度月例朗読会「北の響～名作を声にのせて」
11月11日(木)

無料　定員25名　※要予約　
13:30～14:15

北海道立文学館　講堂

011-511-7655
中央区中島公園1-4

Rikka reading Live vol.10 桜木紫乃先生を迎えて
11月3日(水･祝)

前売2500円　当日3000円
開演19:00　開場18:30

札幌文化芸術交流センター2階 SCARTSスタジオ

090-6217-7067
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ヴ 朗読と音楽でつづる郷愁 ～木版画家手島圭三郎が描く原始の森と動物たち～
11月3日(水･祝)

3000円 各回50名限定　※要予約
昼公演完売　夕方公演　開演17:00　開場16:30

渡辺淳一文学館

011-551-1282
中央区南12条西6丁目414

ねじまきロボットα～機械仕掛けの王国～
11月3日(水･祝)～11月7日(日)

大人2000円　こども･学生無料
11月3日(水･祝)15:00　11月4日(木)19:30　11月5日(金)19:30　11月6日(土) ①11:00 ②14:00
11月7日(日) ①11:00 ②14:00　※開場は開演の30分前

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

trunktheater2012@yahoo.co.jp

音夢の会 朗読会
11月4日(木)

1200円　※障害のある方は受付でお申出により半額　定員50名
開演14:00　開場13:30

渡辺淳一文学館

011-685-1362
中央区南12条西6丁目414

RE/PLAY Dance Edit：札幌
11月13日(土) 開演18:00 開場17:20

一般 2500円　学生1000円
11月14日(日) 開演15:00 開場14:20

生活支援型文化施設コンカリーニョ
西区八軒1条西1丁目 ザ・タワープレイス1F

011-615-4859

モーツァルト　魔笛　
11月6日(土)　開演 14:00　13:00開場

詳しくは会場HPをご確認下さい　https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=1752
全席指定 S席 10000円　A席 8000円　B席 6000円　C席 4000円(25歳以下2000円)　D席 2000円(25歳以下1000円)

札幌文化芸術劇場 hitaru（中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ）

011-271-1950

特設ライブエールシアターSpecial LIVE  きっとろんどん第７回公演 史上最高最大の新作 「STAGE」
11月12日(金)～11月14日(日)

一般・学生：2000円　全席自由※未就学児入場不可
11月12日(金)19:00　11月13日(土) ①14:00 ②19:00　11月14日(日) ①13:00 ②18:00開場は開演の30分前

特設ライブエールシアター〔旧北海道四季劇場〕（中央区大通東1-10）

kittolondon@gmail.com

ショー・マス！！ ～No Pain No Gain～
11月13日(土)～11月14日(日)　

こども(4歳以上)1500円　大人 (18歳以上)2000円　定員100名
11月13日(土)15:00～16:00　11月14日(日)14:00～15:00

札幌市こどもの劇場やまびこ座

info@ehikucreate.com
東区北27条東15丁目

リアル脱出ゲーム「びっくり謎工場からの脱出」
9月18日(土)～11月4日(木)

料金など詳しくは公式HPをご確認ください。https://realdgame.jp/ajito/sapporo/
【開演】月・水・木曜日19：00、日・祝日20：30

リアル脱出ゲーム札幌店（旧アジトオブスクラップ札幌）

https://realdgame.jp/ajito/sapporo/

中央区南1条西4丁目13 日の出ビル8F

令和3年度介護・看護就職デイ（介護・看護人材合同面接会）
11月3日(水・祝)

無料
13:00～16:00　受付は12:00から

札幌パークホテル　3Fパークホール

011-562-0101
中央区南10条西3丁目

コロナ・ポストコロナ時代の社会課題の解決に向けて
11月3日(水・祝)

無料　※要予約申込：締切11月1日（月）詳しくはHPをご確認ください（https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/315-s-1103.html）
13:30～17:00

オンライン開催

011-706-2155

詳しくはHPをご確認ください

サウナの街サっぽろ～Sauna City Sapporo～
①11月5日(金)～11月8月(月)※完売
②11月23日(火)～11月28日(日) 11：00～21：00
1時間1000円 詳細はHPをご覧ください。https://saunacitysapporo.com/

①さっぽろ創世スクエア27階屋上（中央区北1条西1丁目）

011-231-1330

②さっぽろテレビ塔1階・4階屋上（中央区大通西1丁目）

2021アグリビジネス創出フェア　in Hokkaido　北海道の食と農の明日へ
11月12日（金） 

無料　一般参加者も事前登録が必要です。詳細はHPをご確認ください。http://www.gtbh.jp/news/detail.php?news=28
10:00～16:00

サッポロファクトリーホール

011-210-4477

中央区北2条東3丁目

税理士による成年後見及び相続税無料相談会
11月12日(金)

無料
10:30～16:30

北大通交差点広場（東）※地下鉄大通駅13番出口（北洋銀行隣）付近

011-621-7738
中央区北1条西3　札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）内

リアル脱出ゲーム×ペルソナ5「東京ミステリーパレスからの脱出」
11月12日(金)～12月5日(日) 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

ブログ開設（入門編）
【受付期間】11月1日(月)～11月12日(金)

3000円　※要予約　詳しくはHPをご確認ください。https://www.do-johodai.ac.jp/kouza/details/class2021-16.php
【開催日時】11月25日(木)18:30～20:00 ※開場18:00

北海道情報大学　松尾記念館2階　実習室2

011-385-4427

江別市西野幌59番2

さっぽろ菊まつり
11月3日(水・祝)8:00～20:30　11月4日(木)7:30～21:00　11月5日(金)7:30～13:00

無料
さっぽろ地下街オーロラタウンプラザ（中央区大通西3丁目）

011-281-6400

〈申込受付〉 小出斉＆石川二三夫 Blues Live 2021
【受付期間】10月5日(火)～11月12日(金)

前売3500円 当日4000円(要ドリンクオーダー) 定員20名
【開催日】11月12日(金)　開演20:00　開場19:30

STORMY MONDAY（ストーミーマンデー）

 011-512-0005
中央区南6条西3丁目6-27 おおたビル5F

〈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

〈申込受付〉からだにいいかふぇクラシックコンサート vol.5
【受付期間】9月3日(金)～11月7日(日)【開催日】11月7日(日)

2000円 ※定員18名
開演15:00　開場14:30

からだにいいかふぇ

090-4879-0292
北区北7条西5丁目6-1 ストークマンション208号

予約
申込

特別展「小説挿絵の魅力ー文芸作品に伴走して」展
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）

「それぞれの瞬間」6人展　第2回
10月29日(金)～11月3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

中央図書館所蔵資料特別展「新聞に見る北海道アラカルト」
10月14日(木)～12月7日(火) オンライン講演会11月5日(金)～12月28日(火) ※詳しくはHPをご確認ください。

無料
平日8:45～20:00(ただし休館日は17:00まで)　土日祝日：8:45～17:00

中央図書館 1階展示室（中央区南22条西13丁目）

011-512-7355

〈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

〈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

JAPAN LIVE YELL project IN HOKKAIDO
10月3日(日)～11月21日(日)

詳細はHPをご確認くださいhttps://s-e-season.com/jlyp/

特設ライブエールシアター（旧北海道四季劇場）

011-281-6680
中央区大通東1丁目10

〈参加募集〉（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～
【申込締切】11月3日(水)【第4期『あそびのお店 』を開店しよう】【開催日】11月4日(木)～7日(日)　※全4日

受講料3000円（学生1000円）
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
昼コース10:00～12:00　夜コース19:00～21:00

（両コースとも土曜日10:00～12:00  日曜日10:00～15:30）

予約
申込

開拓使建築の最高峰 豊平館　～出会い・沿革・その魅力～
11月5日(金)

無料　※定員40名
18:00～19:30(受付17:30～)

札幌市豊平館　広間

011-211-1951
中央区中島公園1-20

2021年度 公益社団法人 札幌消費者協会 連続時事講座「SDGs誰一人取り残さない社会環境をめざそう！」
11月11日(木)

資料代：会員300円、一般600円 ※定員40名
13:30～15:00

札幌エルプラザ2F環境研修室
北区北8条西3丁目

011-728-8300

予約
申込

リアル脱出ゲーム×ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風「ジョジョの奇妙な美術館からの脱出」
10月15日(金)～11月7(日) ※期間中、毎週金・土・日曜日に開催。

詳しくは公式HPをご確認ください。https://realdgame.jp/jojo5tour/
有料。開催日・時間は日程により異なります。

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
中央区南1条西4丁目13 日の出ビル8F

予約
申込

〈作品募集〉開館30周年記念事業「第28回かでる創作展～かでるフォトコンテストVol.2～」
【募集期間】9月4日(土)～11月15日(月)17:00まで

無料　応募資格：かでる2・7で活動する写真サークル等に所属する方
【開催日】11月30日(火)～12月6日(月)9:00～17:00 ※最終日は15:00まで

北海道立道民活動センター かでる2・7  1階展示ホール（中央区北2条西7丁目）

011-522-5167

詳細は公式HPをご覧ください。
http://homepage.kaderu27.or.jp/event/self/dr34fo0000004fkh.html

有料。　料金など詳しくは公式HPをご確認ください。https://mysterycircus.jp/persona5/
【開演】月・水・木・金曜日19:00、土日・祝日10:30、13:30、17:00、20:00 ※開場は各30分前
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日常生活を営む上での
基本的生活様式を実践しましょう

札幌市感染症対策室

感染者数が限定的になった場合でも、再度感染
が拡大する可能性があることから、長期的な感
染予防の取り組みとして、暮らしの中で実践し
ていきましょう。
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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10月27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10月27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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雪原に降りそそぐ青
11月3日(水・祝)～11月9日(火)

無料
10:30～19:30最終日は18:00まで

丸井今井1条館7階・北海道クリエーターズ

candle@s2.dion.ne.jp
中央区南1条西2-11　丸井今井一条館7階

第八回北の妖怪展
2021年11月4日(木)～11月9日(火)

無料　
10:00～18:50（初日13:00～18:50、最終日10:00～13:00）

アートスペース201  5階（中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル）
※ご来場前に、事前Web予約のご協力をお願いいたします。

詳しくはHPをご確認ください。https://youkaiten.okoshi-yasu.net/yobou.html#yobou

kitano_youkaiten@yahoo.co.jp

下田敏泰風景画展＆ひろ子のアートフラワー　～思い出の50年
11月4日(木)～11月9日(火) 休館日：毎週水曜日

無料
10:00～18:00　※最終日は17:00まで

道新ぎゃらりー　A室

011-853-4526
中央区大通西3丁目6道新ビル大通館7階

木と紙と土の温もり
11月4日(木)～11月10日(水)

無料
10:30～19:00　※最終日は17:00まで

さっぽろ東急百貨店　6階 プレミアムスクエア(画廊)

080-3267-7804
中央区北4条西2丁目

山北ユカコ　アイヌ刺繍作品展　かたちとせんとゆらぎ
11月4日(木)～11月30日(火)

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。）
定休日：毎週水曜日 ※11月16日(火)は臨時休業　【月～土】12:30～21:00 【日・祝】12:30～21:00 ※1グループ4人まで

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

緑色の実験　Yoko Tamura Solo Exhibition
11月6日(土)～11月21日(日)　定休日：毎週火曜日

無料
11:00～18:00　※最終日は17:00まで

ギャラリー創(SOU)

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36

グラスアートファクトリー25周年記念　第5回ステンドグラス教室作品展　
11月9日(火)～14日(日)

無料
10:00～19:00　※最終日は15:00まで

大丸藤井セントラル7階　スカイホール

011-775-0318
中央区南1条西3丁目

第9回　伝統工芸北海道展
11月9日(火)～15日(月)

無料
10:00～19:00　※最終日は16:00まで

三越ギャラリー

 080-5584-2251
札幌市中央区南1条西3丁目8　札幌三越本館9階

第16回　札幌国際短編映画祭
【オンライン上映会】11月12日(金)～12月5日(日)

オンライン上映会：2800円　特別上映会：1500円／1プログラム　詳細はHPをご確認ください。https://sapporoshortfest.jp/
【特別上映会】11月19日(金)～11月21日(日)

札幌文化芸術交流センター SCARTS クリエイティブスタジオ
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

 011-817-8924

コダーイ・メソッド体験セミナーVol.11
【受付期間】10月5日(火)～11月28日(日)

一般2000円　学生1500円
【開催日】11月28日(日)13:30～16:30

札幌市資料館　2階研修室

sapporomco@gmail.com
札幌市中央区大通西13丁目

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

千田岩城　マリンバリサイタル  ～札幌に薫る、音楽の風　〔振替公演〕
11月2日(火)

一般3000円　学生2000円
開演19:00　開場18:40

札幌市時計台2階ホール

090-4379-3210
中央区北1条西2丁目

AINU MUSIC FEST「MAREWREW LIVE!」
11月2日(火)

2000円　※未就学児入場不可
開演時間19:00　開場時間18:30

特設ライブエールシアター(旧北海道四季劇場)

011-520-0710
中央区大通東1丁目10

北海道ギターフェスティバル2021くギターアンサンブルのつどい＞
11月3日(水・祝)

無料
開演13:00　開場12:30

札幌市教育文化会館　小ホール

090-8176-3234
中央区北1条西13丁目

開館30周年記念事業「女性プラザ祭2021オープニングコンサート」
11月5日(金)

無料　観覧には申し込みが必要です。詳しくはHPをご確認ください。http://homepage.kaderu27.or.jp/event/self/dr34fo0000004g86.html
開演12:20　開場12:00　※定員60名

北海道立道民活動センターかでる2・7　1階展示ホール

011-522-5167

中央区北2条西7丁目

<Kitara ランチタイムコンサート>　トリオ・ソナタで彩る午後
11月6日(土)

一般2000円　25歳以下500円※25歳以下とは1996年以降生まれの方(未就学児を除く)が対象※未就学児入場不可
開演14:00　開場13:30

札幌コンサートホールKitara　小ホール

011-520-2000

中央区中島公園1-15

リコーダー・アンサンブルの楽しみ　リコーダー・古楽の仲間活動50年記念コンサート
11月6日(土)

500円　定員220名
開演14:00　開場13:30

白石区民センター　ホール

090-1643-3867
白石区南郷通1丁目南8

【江別公演】AINU MUSIC FEST「MAREWREW LIVE!」
11月7日(日)

2000円　※未就学児入場不可
開演時間14:00　開場時間13:30

ドラマシアターども

011-520-0710
江別市2条2丁目7-1

PREMIUM CLASSICIX「ソプラノ・クラリネット・ピアノ」
11月7日(日)

前売：一般2000（2500）円　25歳以下1000（1500）円 ※カッコ内は当日料金※小学生以上入場可能　90席限定
開演14:00　開場13:30

ウィステリアホール（中央区南1条西14丁目ウィステリア南1条ビル地下1階）

011-281-1001

当日券販売についてはHP内でご案内いたしますhttps://www.msnw-wishall.jp/event/202105102079/

第43回谷の音会コンサート
11月7日(日)

一般2000円　学生1000円　全席自由
開演13:30　開場13:00

札幌コンサートホールKitara　小ホール

ootanisinsinkai@gmail.com
中央区中島公園1-15

オペラ「名アリア・名序曲」ガラコンサート
11月7日(日)

2000円　全席自由　※未就学児入場不可
開演18:30　開場18:00

特設ライブエールシアター(旧北海道四季劇場)

011-281-6680
中央区大通東1丁目10

ザ・ルーテルホール 第20回 ミュージック・トュモーロー 札幌音楽家協議会 Concerto da Salone コンチェルト・ダ・サローネ
11月11日(木)

2000円　全席自由
開演19:00　開場18:30

ザ・ルーテルホール

011-211-1463
中央区大通西6丁目3-1

荘村清志ギターリサイタル「スペイン」
11月12日(金)

4500円　全席指定
開演19:00　開場18:30

ふきのとうホール

011-665-0675
中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6階

開館30周年特別企画 「半﨑美子　明日を拓くコンサート2021 in かでるホール」
11月12日(金)

3000円　※定員500名
開演19:00　開場18:15

北海道立道民活動センターかでる2・7　かでるホール

011-522-5167
中央区北2条西7丁目

小山実稚恵ピアノシリーズ「ベートーヴェン、そして…」第６回〈異次元へ〉
11月13日(土)

一般4500円　ペア8000円　25歳以下2000円　全席指定
開演15:00　開場14:15

札幌コンサートホールKitara小ホール

011-665-0675
中央区中島公園1-15

札幌室内歌劇場　時計台コンサートNo.79「イタリア音楽の楽しみ」
11月13日(土)

2000円(支持会員1800円)　※未就学児の入場はご遠慮ください。当日券の販売は致しません。
開演19:00　開場18:30

札幌市時計台2階ホール

011-211-0471

中央区北1条西2丁目

ロメウス弦楽四重奏団第10回演奏会
11月13日(土)

一般2000円　学生1000円　定員60席　全席自由　※未就学児の同伴はご遠慮ください。
開演14:00　開場13:15

札幌豊平協会

011-665-0675
豊平区豊平6条3丁目5-15

大切な人に送るコンサート「和の心・抒情の旅」～大切な人に贈る愛唱歌～
11月13日(土)

2000円　全席自由
開演18:30　開場18:00

札幌市豊平館　2階広間

080-3239-0463
中央区中島公園1-20

札幌青少年吹奏楽団 第35回 定期演奏会
11月13日(土)

無料　※入場には整理券（楽団団員からの配布のみ）が必要です。
開演19:00　開場18:00

カナモトホール(札幌市民ホール)

080-1865-3777
中央区北1条西1丁目

徳田貴子ピアノリサイタル 「心躍る音楽の贈り物」
11月13日(土)

一般2000円　小中高生1000円　(未就学児無料)
開演19:00　開場18:30

ザ・ルーテルホール

080-2598-3614
中央区大通西6丁目3-1

札幌アマデウス室内合奏団　2021・演奏会
11月14日(日)

無料
開演13:30　開場13:00

札幌市民交流プラザ　3階クリエイティブスタジオ

090-1529-1002
中央区北1条西1丁目　札幌創世スクエア内

『愛しき ものたち』 Teiji Yamada 写真展
10月29日(金)～11月7日(日)　定休日：月・火・不定期

無料
10:00～18:00　※最終日は16:00まで

茶廊法邑

090-3119-7170
東区本町1条1丁目8-27

ゆきぐにのねこ　寺本成貴　写真展
11月12日(金)～11月17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

北海道遺産フォトコンテスト2021
11月6日(土)

無料
10:30～18:00

北3条交差点広場
札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）内

info@hokkaidoisan.org

2021年度月例朗読会「北の響～名作を声にのせて」
11月11日(木)

無料　定員25名　※要予約　
13:30～14:15

北海道立文学館　講堂

011-511-7655
中央区中島公園1-4

Rikka reading Live vol.10 桜木紫乃先生を迎えて
11月3日(水･祝)

前売2500円　当日3000円
開演19:00　開場18:30

札幌文化芸術交流センター2階 SCARTSスタジオ

090-6217-7067
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ヴ 朗読と音楽でつづる郷愁 ～木版画家手島圭三郎が描く原始の森と動物たち～
11月3日(水･祝)

3000円 各回50名限定　※要予約
昼公演完売　夕方公演　開演17:00　開場16:30

渡辺淳一文学館

011-551-1282
中央区南12条西6丁目414

ねじまきロボットα～機械仕掛けの王国～
11月3日(水･祝)～11月7日(日)

大人2000円　こども･学生無料
11月3日(水･祝)15:00　11月4日(木)19:30　11月5日(金)19:30　11月6日(土) ①11:00 ②14:00
11月7日(日) ①11:00 ②14:00　※開場は開演の30分前

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

trunktheater2012@yahoo.co.jp

音夢の会 朗読会
11月4日(木)

1200円　※障害のある方は受付でお申出により半額　定員50名
開演14:00　開場13:30

渡辺淳一文学館

011-685-1362
中央区南12条西6丁目414

RE/PLAY Dance Edit：札幌
11月13日(土) 開演18:00 開場17:20

一般 2500円　学生1000円
11月14日(日) 開演15:00 開場14:20

生活支援型文化施設コンカリーニョ
西区八軒1条西1丁目 ザ・タワープレイス1F

011-615-4859

モーツァルト　魔笛　
11月6日(土)　開演 14:00　13:00開場

詳しくは会場HPをご確認下さい　https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=1752
全席指定 S席 10000円　A席 8000円　B席 6000円　C席 4000円(25歳以下2000円)　D席 2000円(25歳以下1000円)

札幌文化芸術劇場 hitaru（中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ）

011-271-1950

特設ライブエールシアターSpecial LIVE  きっとろんどん第７回公演 史上最高最大の新作 「STAGE」
11月12日(金)～11月14日(日)

一般・学生：2000円　全席自由※未就学児入場不可
11月12日(金)19:00　11月13日(土) ①14:00 ②19:00　11月14日(日) ①13:00 ②18:00開場は開演の30分前

特設ライブエールシアター〔旧北海道四季劇場〕（中央区大通東1-10）

kittolondon@gmail.com

ショー・マス！！ ～No Pain No Gain～
11月13日(土)～11月14日(日)　

こども(4歳以上)1500円　大人 (18歳以上)2000円　定員100名
11月13日(土)15:00～16:00　11月14日(日)14:00～15:00

札幌市こどもの劇場やまびこ座

info@ehikucreate.com
東区北27条東15丁目

リアル脱出ゲーム「びっくり謎工場からの脱出」
9月18日(土)～11月4日(木)

料金など詳しくは公式HPをご確認ください。https://realdgame.jp/ajito/sapporo/
【開演】月・水・木曜日19：00、日・祝日20：30

リアル脱出ゲーム札幌店（旧アジトオブスクラップ札幌）

https://realdgame.jp/ajito/sapporo/

中央区南1条西4丁目13 日の出ビル8F

令和3年度介護・看護就職デイ（介護・看護人材合同面接会）
11月3日(水・祝)

無料
13:00～16:00　受付は12:00から

札幌パークホテル　3Fパークホール

011-562-0101
中央区南10条西3丁目

コロナ・ポストコロナ時代の社会課題の解決に向けて
11月3日(水・祝)

無料　※要予約申込：締切11月1日（月）詳しくはHPをご確認ください（https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/315-s-1103.html）
13:30～17:00

オンライン開催

011-706-2155

詳しくはHPをご確認ください

サウナの街サっぽろ～Sauna City Sapporo～
①11月5日(金)～11月8月(月)※完売
②11月23日(火)～11月28日(日) 11：00～21：00
1時間1000円 詳細はHPをご覧ください。https://saunacitysapporo.com/

①さっぽろ創世スクエア27階屋上（中央区北1条西1丁目）

011-231-1330

②さっぽろテレビ塔1階・4階屋上（中央区大通西1丁目）

2021アグリビジネス創出フェア　in Hokkaido　北海道の食と農の明日へ
11月12日（金） 

無料　一般参加者も事前登録が必要です。詳細はHPをご確認ください。http://www.gtbh.jp/news/detail.php?news=28
10:00～16:00

サッポロファクトリーホール

011-210-4477

中央区北2条東3丁目

税理士による成年後見及び相続税無料相談会
11月12日(金)

無料
10:30～16:30

北大通交差点広場（東）※地下鉄大通駅13番出口（北洋銀行隣）付近

011-621-7738
中央区北1条西3　札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）内

リアル脱出ゲーム×ペルソナ5「東京ミステリーパレスからの脱出」
11月12日(金)～12月5日(日) 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

ブログ開設（入門編）
【受付期間】11月1日(月)～11月12日(金)

3000円　※要予約　詳しくはHPをご確認ください。https://www.do-johodai.ac.jp/kouza/details/class2021-16.php
【開催日時】11月25日(木)18:30～20:00 ※開場18:00

北海道情報大学　松尾記念館2階　実習室2

011-385-4427

江別市西野幌59番2

さっぽろ菊まつり
11月3日(水・祝)8:00～20:30　11月4日(木)7:30～21:00　11月5日(金)7:30～13:00

無料
さっぽろ地下街オーロラタウンプラザ（中央区大通西3丁目）

011-281-6400

〈申込受付〉 小出斉＆石川二三夫 Blues Live 2021
【受付期間】10月5日(火)～11月12日(金)

前売3500円 当日4000円(要ドリンクオーダー) 定員20名
【開催日】11月12日(金)　開演20:00　開場19:30

STORMY MONDAY（ストーミーマンデー）

 011-512-0005
中央区南6条西3丁目6-27 おおたビル5F

〈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

〈申込受付〉からだにいいかふぇクラシックコンサート vol.5
【受付期間】9月3日(金)～11月7日(日)【開催日】11月7日(日)

2000円 ※定員18名
開演15:00　開場14:30

からだにいいかふぇ

090-4879-0292
北区北7条西5丁目6-1 ストークマンション208号

予約
申込

特別展「小説挿絵の魅力ー文芸作品に伴走して」展
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）

「それぞれの瞬間」6人展　第2回
10月29日(金)～11月3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

中央図書館所蔵資料特別展「新聞に見る北海道アラカルト」
10月14日(木)～12月7日(火) オンライン講演会11月5日(金)～12月28日(火) ※詳しくはHPをご確認ください。

無料
平日8:45～20:00(ただし休館日は17:00まで)　土日祝日：8:45～17:00

中央図書館 1階展示室（中央区南22条西13丁目）

011-512-7355

〈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

〈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

JAPAN LIVE YELL project IN HOKKAIDO
10月3日(日)～11月21日(日)

詳細はHPをご確認くださいhttps://s-e-season.com/jlyp/

特設ライブエールシアター（旧北海道四季劇場）

011-281-6680
中央区大通東1丁目10

〈参加募集〉（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～
【申込締切】11月3日(水)【第4期『あそびのお店 』を開店しよう】【開催日】11月4日(木)～7日(日)　※全4日

受講料3000円（学生1000円）
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
昼コース10:00～12:00　夜コース19:00～21:00

（両コースとも土曜日10:00～12:00  日曜日10:00～15:30）

予約
申込

開拓使建築の最高峰 豊平館　～出会い・沿革・その魅力～
11月5日(金)

無料　※定員40名
18:00～19:30(受付17:30～)

札幌市豊平館　広間

011-211-1951
中央区中島公園1-20

2021年度 公益社団法人 札幌消費者協会 連続時事講座「SDGs誰一人取り残さない社会環境をめざそう！」
11月11日(木)

資料代：会員300円、一般600円 ※定員40名
13:30～15:00

札幌エルプラザ2F環境研修室
北区北8条西3丁目

011-728-8300

予約
申込

リアル脱出ゲーム×ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風「ジョジョの奇妙な美術館からの脱出」
10月15日(金)～11月7(日) ※期間中、毎週金・土・日曜日に開催。

詳しくは公式HPをご確認ください。https://realdgame.jp/jojo5tour/
有料。開催日・時間は日程により異なります。

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
中央区南1条西4丁目13 日の出ビル8F

予約
申込

〈作品募集〉開館30周年記念事業「第28回かでる創作展～かでるフォトコンテストVol.2～」
【募集期間】9月4日(土)～11月15日(月)17:00まで

無料　応募資格：かでる2・7で活動する写真サークル等に所属する方
【開催日】11月30日(火)～12月6日(月)9:00～17:00 ※最終日は15:00まで

北海道立道民活動センター かでる2・7  1階展示ホール（中央区北2条西7丁目）

011-522-5167

詳細は公式HPをご覧ください。
http://homepage.kaderu27.or.jp/event/self/dr34fo0000004fkh.html

有料。　料金など詳しくは公式HPをご確認ください。https://mysterycircus.jp/persona5/
【開演】月・水・木・金曜日19:00、土日・祝日10:30、13:30、17:00、20:00 ※開場は各30分前

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

日常生活を営む上での
基本的生活様式を実践しましょう

札幌市感染症対策室

感染者数が限定的になった場合でも、再度感染
が拡大する可能性があることから、長期的な感
染予防の取り組みとして、暮らしの中で実践し
ていきましょう。
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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〉

〈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）

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

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

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

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

令和3年度「児童養護施設の児童絵画展及び書道展」
11月1日(月)～11月6日(土)

無料
市営地下鉄営業時間内

札幌地下街　オーロラコーナー（道新前通路）

011-251-5855
中央区大通西3丁目

北都館　名画の小部屋　Vol.113　斉藤和志-crossover-
11月1日(月)～11月29日(月)

無料　※カフェのため、ワンオーダーをお願いします。
【水・木・金曜日】10:00～22:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　定休日：毎週火曜日 ※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

おわりとはじまり　河口真由美 展
11月2日(火)～11月7日(日)　定休日：毎週月曜日

無料
10:00～18:00 ※最終日は17:00まで

コンチネンタルギャラリーA室

011-221-0488
中央区南1条西11丁目　コンチネンタルビル B1F

第65回記念新道展2021 受賞作家展
11月2日(火)～11月7日(日)　定休日：毎週月曜日

無料
10:00～18:00 ※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

YOSHINOBU IZUMA EXHIBITION 2021 NO.2 SILVER ART2
11月2日(火)～11月30日(火) 休館日：土・日・祝日

無料
11:00～19:00最終日は17:00まで

グランビスタギャラリーサッポロ

011-261-3311
中央区北1条西4丁目札幌グランドホテル1階ロビー内

本郷新記念札幌彫刻美術館　40th ANNIVERSARY+入館者40万人記念　サンクスデー
11月3日(水・祝)

無料
10:00～17:00 各イベント開催時間が異なります。詳しくはHP参照（http://www.hongoshin-smos.jp/d_detail.php?no=140）

本郷新記念札幌彫刻美術館（中央区宮の森4条12丁目）

011-642-5709

山本恒二小品展～四季の風景～
11月3日(水・祝)～11月8日(月)

無料　※カフェのため、ワンオーダーをお願いします。
【水・木・金曜日】10:00～22:00　【土・日・月曜日】10:00～19:00　定休日：毎週火曜日 ※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

北海道銀行コレクション
9月15(水)～11月23日(火・祝)

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※高校生は土曜日並びに学校教育での利用は無料。
中学生以下、65歳以上、障がい者手帳をお持ちの方等 無料9:30～17:00（入場16:30まで） 【休館日】月曜日
北海道立三岸好太郎美術館（中央区北2条西15丁目）

011-644-8901

 Familiar mountain & a fish doesn't eat microplastic
9月1日(水)～11月30日(火)

無料
8:00～22:00（最終日は20:00まで）

JRタワーARTBOX

011-209-5075
北区北6条西2丁目　JRタワー1階東コンコース

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

一般　300円　(大学生以下無料)
10:00～17:00（入館は16:30まで）

小原道城書道美術館

011-552-2100
中央区北2条西2丁目41セコム損保札幌ビル2F

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 （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

つむぐ　-フライヤーでふりかえる　hitaru ＆ SCARTSの3年間
9月24日(金)～12月26日(日)

無料 https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=1960

西2丁目地下歩道壁面（札幌市北1条西1丁目）
※オンライントークイベントあり。詳細は公式HPをご覧ください。

011-271-1955

原田ミドー展
9月2日(木)～11月30日(火)

無料

クロスホテル札幌　3Fレストランアッシュ

011-272-0010
中央区北2条西2丁目23番地

小林龍一展
9月2日(木)～11月30日(火)

無料

クロスホテル札幌　2Fロビー

011-272-0010
中央区北2条西2丁目23番地

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) 9:30～17:00（入場は16:30まで）
休館日：月曜日（9月20日、11月1日を除く）、9月21日

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

011-210-5731

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。小学生以下無料（要保護者同伴）
詳細は公式HPをご覧ください。（https://shosoin.exhibit.jp/）

【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（9月20日、11月1日を除く）、9月21日

〔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）

北海道博物館　第18回企画テーマ展　アイヌのくらし
【前期】10月16日(土)～11月14日(日)【後期】11月16日(火)～12月12日(日) ※休館日：毎週月曜日

無料
9:30～16:30　入場は16:00まで

011-898-0466
北海道博物館2階 特別展示室（厚別区厚別町小野幌53-2）

第32回　MOA美術館　札幌児童作品展
10月5日(火)～11月6日(土)　休館日：月曜日

無料
10:00～17:00 ※入賞作品のみ展示

MOAアートホール北海道1階　特設会場

090-6261-1276
西区二十四軒4条2丁目8-31

札幌美術展　佐藤　武
2021年10月9日(土)～2022年1月10日(月・祝)10月無休、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　※カッコ内は前売・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）

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

こあやこてん　ko-aya solo exhibition - fake earth -
10月27日(水)～11月1日(月)

無料
11:00～18:00 〈初日〉14:00～18:00 〈最終日〉11:00～16:00

ビストロカフェ＋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100  1F

木工クラフト2021 二橋愛次郎・勇田常夫 二人展
10月29日(金)～11月2日(火)

無料
12:00～18:00　最終2日17:00まで

日本茶日月 創星庵

011-207-7758
中央区南2条東1丁目フラーテ札幌3F

徐夢萍 JoMuhei solo exhibition 「＆ vol.2」
10月30日(土)～11月14日(日) 定休日：毎週月曜日

無料
10:00～19:00　※土日は17:30まで

岩見沢市立図書館2階 展示コーナー

0126-35-1400
岩見沢市春日町2丁目18-1

【北都館ギャラリー】第12回SMサムホール36人展
10月27日(水)～11月1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

ランプワークの世界展 2021 秋
10月23日(土)～11月7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

連載完結記念 「ハイキュー!!」展
10月20日(水)~11月8日(月)

一般・大学生 1500（1300）円、中高生 1000（900）円、小学生 500（400）円、グッズ付き入場券 2700（2500）円 ※カッコ内は前売券料金

10:00～20:00まで（最終日は17:00まで）※最終入場は閉場時間の60分前まで
大丸札幌店7階（中央区北5条西4丁目7） 詳細はHPをご覧ください。https://dmdepart.jp/museum/sapporo/haikyu-ten/#anc-01

011-232-1373

モリケンイチ個展　ちょっと素敵にカニバリズム
10月20日(水)～11月1日(月) ※定休日：毎週火曜日

無料
13:00～19:00

ギャラリー犬養 2F 大部屋

011-813-0515
豊平区豊平3条1丁目1-12

予約
申込


