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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。

第58回作品 － 衝 動 － impulse

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

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/

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

Happy Tree Street 2022

札幌駅南口駅前広場他（中央区北5条西3丁目他）のホワイトイルミネーションの写真投稿
【投稿対象期間】11月26日(土)～12月25日(日)23:59

無料　参加方法・応募概要はHPをご確認ください。https://note.com/happytreestreet/n/n2d5ffc2ff85b

011-211-6406

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/

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

北海道文化財団アートスペース企画展vol.50 吉田卓矢個展「Twinkle Song」

9:00～17:00
10月25日(火)～2023年1月31日(火)　休館日：土曜・日曜・祝日 年末年始(12/29～1/3)

無料

011-272-0501

北海道文化財団 アートスペース
中央区大通西5丁目11 大五ビルヂング3F

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・日・祝のみ開催　休館日：年末年始(12/29～1/3)

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

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)

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

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)

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

札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年記念 第21回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo

11:00～21:00（飲食の注文は20:45まで）
11月22日(火)～12月25日(日)

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

011-281-6400
大通公園
中央区大通西2丁目

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)
【大通会場(中央区大通西1丁目～西6丁目)】11月22日(火)～12月25日(日)

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

011-281-6400
【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)

SAPPORO FACTORY CHRISTMAS 2022 ずっとつづく、クリスマス物語。

16:00～22:00
11月3日(木・祝)～12月25日(日)

無料 011-207-5000

サッポロファクトリー　アトリウムほか
中央区北2条東4丁目

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　
出展料無料ギャラリー　出展者募集2023

【募集期間】7月12日（火）～12月31日（土） 予約
申込出展料・常設備品利用料は無料　※作品などを販売したい方は、販売手数料（売上金額の30％）を頂戴しております。※作品募集ではなく、個展またはグループ展などの出展者募集

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）

◆応募方法　HPの応募フォームより、必要事項ご記入の上ご応募ください。https://fig.nakahara-denki.co.jp/1858-2/

洋画という名の美から美へ
10月27日(木)～12月18日(日)　休館日：月曜・火曜・水曜日

一般(小学生含む)700円 ※小学生未満無料 ※障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名も同料金）500円

予約
申込※70分ごとの時間別予約制  ①10:00～11:10 ②11:10～12:20 ③12:20～13:30 ④13:30～14:40 ⑤14:40～15:50 ⑥15:50～17:00

011-822-0306
HOKUBU記念絵画館（豊平区旭町1丁目1-36）

2022年環境セミナー(第2回)「年末特別企画！稲わらでミニしめ飾りづくり」西区
【募集期間】11月16日(水)～12月13日(火)

西区琴似2条7丁目1-21【開催日】12月14日(水)1部13:30～ 2部15:00～
予約
申込

070-8985-0961

1000円(材料･保険料込み) 1時間で2個まで作ってO.K！ 定員各10名　詳しくはHPをご確認ください。https://tanoshimo.net/?p=1505#navigation
野田弘志 ― 真理のリアリズム

9:45～17:00（最終入館は16:30まで）
一般700(600)円 高校・大学生500(400)円 小・中学生300(200)円　※( )内は20名以上の団体料金※65歳以上の方600(団体500)円 ※小学生未満無料 ※障がい者手帳をご提示いただくと本人と付き添い1名が無料。

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）

011-591-0090
11月19日(土)～2023年1月15日(日)　休館日：月曜日 (ただし1/9は開館）、12/29～1/3、1/10

雑貨＆手づくり雑貨マルシェ hand to heart  pop up shop vol.7
【出店募集】11月21日(月)～12月31日(土)

料金・申込方法等詳しくはHPをご確認ください。https：//catvmkt.jimdofree.com/

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）憩いの空間
中央区北3条西3・4丁目【開催期間】2023年4月10日(月)～4月16日(日)11:00～19:00

a_cross44@yahoo.co.jp

雑貨＆手づくり雑貨マルシェ hand to heart  クリスマスbox in ミュンヘン・クリスマス市
11月22日(火)～12月25日(日)　休業日：12月12日(月)

無料

大通公園2丁目会場
中央区大通西2丁目11:00～21:00

a_cross44@yahoo.co.jp

北都館 絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」☆女流画家展☆
12月1日(木)～12月14日(水）　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）
【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

011-643-5051

六花繚乱
11月30日(水)～12月12日(月)　定休日：毎週火曜日

無料

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 1F11:00～18:00（初日は13:00から）

011-232-3980

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）

【特別展】砂澤ビッキ展
11月22日(火)～2023年1月22日(日)　休館日：月曜日(1/9を除く)、12/29～1/3、1/10日

65歳以上の方・中学生以下（小学生以下は要保護者同伴）、身体障がい者等手帳お持ちの方（ミライロID利用可）及びその介護者(1名)など無料

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）
一般600(400)円 高大生300(200)円  ※( )内は10名以上の団体、リピーター割引料金   

011-644-6882

油彩画研究室小品展「それぞれの小窓５」

【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
12月7日(水)～12月12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）

100人のちいさな絵画展
12月15日(木)～12月18日(日) 

無料

HOKKAIDO ART GALLERY
中央区南3条西2丁目KT3条ビル2F10:00～19:00　定休日：毎週月曜日

011-221-5038

よみがえるアートシーン!! 2022絵画ダイジェスト パートⅠ

【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
12月14日(水)～12月21日(水）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）

SOU Solo Exhibition BEYOND

11:00～20:00（最終日は16:00まで）
12月13日(火)～12月18日(日)

無料 011-206-7338

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

藤沢レオ -Sculpture of Place-『起源のモニュメント』

11:00～18:00（最終日は17:00まで）
12月10日(土)～12月25日(日)　定休日：毎週火曜日

無料 011-562-7762

GALLERY創
中央区南9条西6丁目1-36

連載30周年記念　地上最強刃牙展ッ！ inサッポロファクトリー
12月9日(金)～2023年1月9日(月・祝)　休館日：12月31日(土)

前売 一般1400円  中学・高校・大学生1200円  小学生900円  当日 一般1500円  中学・高校・大学生1300円  小学生1000円 グッズ付きチケット 6500円（プレイガイド限定販売）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）
平日11:00～18:00、土日祝10:00～19:00（元日のみ18:00まで）　最終入場は閉館の30分前まで

011-232-3337

NORIKO de Art Solo Exhibition　KAWAII is invincible
12月10日(土)～12月17日(土)

無料

プラチナシニアサロン ARIANE宮の森
中央区宮の森4条10丁目3-189:00～20:00

090-8279-3414

Bunkazai Design Contest 2022

【応募先】Bunkazai DesignContest 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　応募方法要項など詳しくはHPをご確認ください。https://www.hokkaidoisan.org/news.php?num=62

札幌市西区民センター1F　第2集会室（和室）

北都館 絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」☆年忘れ名画展☆

【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
12月15日(木)～12月29日(木)　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）



美
術
・
工
芸
・
映
像

音
　
　
楽

音
　
　
楽

※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12月7日時点の情報を元に作成しております。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12月7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。

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！
12月16日(金)・2023年1月20日(金)・2月17日(金)・3月17日(金) さっぽろ自由学校「遊」
14:00～16:00
1回500円　通し2500円　定員10名　完全予約制 090-6992-2538

中央区南1条西5丁目愛生舘ビル5F 501A
予約
申込

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（但し1/9は開館）、12/29～1/3、1/10、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（但し1/9は開館）、12/29～1/3、1/10、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）

在日朝鮮学生美術展 2022 北海道展

 10:00～20:00（最終日は19:00まで）
12月20日(火)～12月22日(木)

無料　■12月22日(木)開演18:00開場17:45「クロージングセレモニー」(絵画鑑賞は17:00終了)   ■ワークショップ(各日)13:00～17:00 ■絵画説明会(各日)①11:00～11:30 ②15:00～15:30

011-881-3971
札幌市民交流プラザ1F SCARTSコート･SCARTSモールＡ
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

トムとジェリー　カートゥーン・カーニバル

10:00～19:00（12月31日と最終日は17:00まで、最終入場は終了30分前まで）
12月22日(木)～2023年1月15日(日)　休業日：2023年1月1日(日/祝)

前売 一般600円  一般ペア1000円　小中高生400円　当日 一般800円 一般ペア1400円　小中高生600円  ※未就学児以下無料

011-271-3311
札幌三越本館10F 催事場
中央区南1条西3丁目8

【特別展】砂澤ビッキ展　関連事業　学芸員によるギャラリー・ツアー
12月17日(土)

無料（要観覧券）定員10名　講師 北海道立近代美術館学芸員　※開始時間までに砂澤ビッキ展入口にお集まり下さい。

北海道立近代美術館　砂澤ビッキ展　展示室内
中央区北1条西17丁目14:00～（約40分）

011-644-6882

石黒玲ファゴットリサイタル

開演19:00　開場18:30
12月12日(月)

大人2000円　学生1500円 rei.umeko@gmail.com

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

北海道サロンオーケストラ・くにたち創立記念 Christmas Allacarta

開演19:00　開場18:30
12月12日(月)

一般2000円　高校生以下1000円 090-6260-1080

ふきのとうホール

シャルル・リシャール＝アムラン　ピアノ・リサイタル

開演19:00　開場18:15
12月13日(火) 札幌コンサートホールKitara　大ホール

中央区中島公園1-15

津軽三味線・民謡コンサート“和衷”～奏者が織りなす唄・踊・演奏の狂宴～

開演14:00　開場13:30
12月13日(火) 

全席自由　2000円 090-6991-6312

北海道立近代美術館　講堂
中央区北1条西17丁目

開演18:00　開場17:15
12月14日(水) 

全席自由 1000円 ※0歳以上の未就学児入場可（無料）

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

原 大輔　ロマンティッククリスマスコンサート

開演12:30　開場12:00
12月14日(水) 

4000円 080-4040-2160

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.1８ ウクライナの作曲家、シルヴェストロフと静かな音楽

開演19:00　開場18:30
12月15日(木) 

全席自由 一般 2000円　学生以下 500円 090-3393-4245

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6F

011-612-8696

全席指定 S席5000円 A席3500円 車椅子席2000円（オフィス・ワンにて取扱） ※未就学児童の入場はご遠慮ください

令和4年度 北海道教育大学岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科 音楽文化専攻 定期演奏会

hokkyodai_iwa_music_teien@yahoo.co.jp

アンサンブルコンサート「愛と悲しみを謳ったロマン派時代の音楽家たち」

開演19:00　開場18:30
12月16日(金) 

全席自由 2500円 ntkmtk20221216@gmail.com

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

新進演奏家育成プロジェクト リサイタル・シリーズSAPPORO24 古川 佳奈 ピアノリサイタル

開演19:00　開場18:00
12月16日(金) 

全席指定 2500円 ※未就学のお子様の同伴・入場はご遠慮下さい。 080-1875-2936

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

林ひかる＆大平由美子デュオリサイタル ～冬の夜につづる名曲たち～

開演19:00　開場18:30
12月16日(金) 

全席自由 一般 3000円　学生 1000円　ペア券 5000円 concert.vh@gmail.com

ふきのとうホール
中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6F

札幌コンサートホール第12回演奏会付き防災訓練

【開催日】2023年1月23日(月)開演14:00開場13:30
【応募締切】12月16日(金)必着 札幌コンサートホールKitara　大ホール

中央区中島公園1-15
予約
申込

吉田つぶら×田中邦和duo

開演15:00　開場14:30　１set(50分)のみ
12月18日(日) 

予約 2000円　当日 2500円 080-6097-0095

Tap＆Music Lab.
豊平区美園3条4丁目3-24

北海道大学交響楽団 創団100周年 記念コンサート 第144回定期演奏会

開演17:00　開場16:15
12月18日(日)　 

A(指定席)1500円　B(自由席)1000円　配信チケット1000円（別途手数料あり） https://hokudaiok.zaiko.io/e/144thconcert 

hokudaiok@gmail.com

中央区中島公園1-15
札幌コンサートホールKitara　大ホール

ウィスティリアアンサンブル 18th Concert

開演13:30　開場13:00
12月18日(日) 

全席自由 前売1000円  当日1200円　※0歳以上の未就学児入場可（座席使用時有料／ひざ上鑑賞無料）

090-7059-4882
札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

親子で楽しむぽぷらコンサート vol.5 in クリスマス

［1回目］開演14:00 開場13:00 ［2回目］開演17:00 開場16:00 （途中休憩あり）
12月18日(日) 

全席自由 大人 2000円 小人 500円 090-6269-0170

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

ポーランドの響き  安田文子 ピアノ&トーク コンサート　～絵画サークルRONDOの絵画と共に ～

開演19:00　開場18:30
12月18日(日) 

全席自由 1000円 050-5899-5300

豊平館　大広間
中央区中島公園1-20

ジミーオールスターズ・クリスマス Special Live 2022 in Zepp Sapporo

開演18:30　開場17:30
12月19日(月) 

全席自由 2000円　※ドリンク代別途600円　高校生以下・70歳以上無料ご招待（招待券希望の方はhttps://www.air-g.co.jp/hotnews/1282/より応募フォームよりご応募ください。）

Zepp Sapporo
中央区南9条西4丁目4

KiKi & New Joy Choir  Gospel Live 2022 ～Trust in You～

開演19:00　開場18:00
12月22日(木) 

全席自由 前売 4000円　当日 4500円 3歳以上膝上無料 ※ドリンク代別途600円

080-1875-6424
Zepp Sapporo
中央区南9条西4丁目4

トリオ・ミーナ 第4回公演 小児がんチャリティコンサート

開演19:00　開場18:30
12月23日(金) 

全席自由 一般 3000円 学生 1500円 011-871-2277

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

011-241-0838

第1546回 札幌市民劇場　佐藤洋美 クラシックギターリサイタル

開演16:00　開場15:30
12月17日(土) 

全自由席 前売 2500円 当日 3000円 011-665-0675

ふきのとうホール
中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6F

トップアーティストコンサートシリーズ2022　小暮浩史ギターリサイタル

開演19:00　開場18:30
12月17日(土) 

一般 3000円 　学生 1000円 090-8176-3234

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

アンサンブル・パテラ　クリスマスコンサート

開演19:00　開場18:30
12月17日(土) 

2500円(1ドリンク付き) 定員20席 予約は電話(011-836-2017)もしくはメール　詳しくはHPをご確認下さい。https://www.ensaladas-de-musica.jp/cont6/main.html

mihoko.harmonia@gmail.com
岩本珈琲
白石区栄通18丁目4-1アン ロワイヤル1F

クリスマスオルガンコンサート

開演15:00　開場14:15
12月17日(土) 

全席指定 一般 2000円 小中高生 500円 (未就学児入場不可）  KitaraClub会員料金 一般 1500円

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

ドサンコスの音楽祭！

開演14:00　開場13:30
12月17日(土)　アーカイブ配信12月17日(土)16:00～2023年1月1日(日)00:00

来場 2000円 配信 1000円 ※配信をご希望の方はTEKETのみの販売となりますのでご了承ください。

dosankos.music@gmail.com

札幌市生涯学習センター　ちえりあホール（西区宮の沢1条1丁目1-10）

すずき一平 〆の市コンサート

開演18:30　開場17:00
12月17日(土) 大通公園ビル フードハウス

中央区大通西6丁目大通公園ビル 2F
予約
申込

11000円 当日テーブル指定 スペシャルディナー、飲み放題付 （チケット購入、ご予約は公演の2日前まで）

011-799-4460

011-520-2000

全席指定(定員800名)　無料　事前応募制　応募はHPもしくはハガキ　詳しくはHPをご確認ください。https://www.kitara-sapporo.or.jp/event/event_detail.php?num=5063

映画の空気＠01 Theater vol.4「しあわせのパン」上映会

A開演13:00開場12:30　B開演16:30開場16:00
12月17日(土)　

2800円(一般席：各回28名)　パスマーケット(https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01bu8ez0mtn21.html) 、メール(eiganokuuki@gmail.com、）又は電話予約

070-8360-5973
HOKKAIDO x Station01
中央区北5条西5丁目1-5JR GOGO SAPPORO 6F

ホワイトラブシネマvol.3『ノッティングヒルの洋菓子店』

開演19:00　開場18:15　受付18:15～18:45
12月17日(土)・12月18日(日)

西区宮の沢2条2丁目11-36
予約
申込

kinomado@gmail.com
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

未完の大器 VO.5

10:00～18:00（最終日は17:00まで）
12月20日(火)～12月25日(日)

無料 011-206-7338

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

道銀文化財団企画展　■CUBE■2022 長澤裕子・くものうえはいつもはれ

7:00～20:00(最終日は15:00まで) ※照明点灯時間にガラス越しの鑑賞(ギャラリー内に入場することはできません）
12月21日(水)～2023年1月14日(土)　休館日:年末年始（12/31～1/3）

無料

011-233-1029

らいらっく・ぎゃらりぃ（中央区大通西4丁目 北海道銀行本店ビル1F）
よみがえるアートシーン!! 2022絵画ダイジェスト パートⅡ

【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
12月22日(木)～12月29日(木)　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

New Eyes　視線のはなし　関連事業　アーティストトーク

11:00～12:30（予定）
12月24日(土)

無料（予約不要、ただし、当日有効の観覧券が必要） 011-642-5709

本郷新記念札幌彫刻美術館　本館　展示室
中央区宮の森4条12丁目

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：月曜日(1/9は開館)、12/29～1/3、1/10、1/31～2/3

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

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）

カフェ北都館ギャラリー(西区琴似1条3丁目1-14)

ペアチケットのみ 5000円  限定18組　パスマーケット（https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01iiw513ten21.html）

札幌交響楽団hitaruシリーズ 定期演奏会 第11回

開演19:00　開場18:20
12月15日(木) 

全席指定 プレミアム席8000円 S席6000円 A席5000円 B席3500円 U25割(A・B席)1500円 スマイル席2000円(当日券売り場限定見切れ席)  ※未就学児は入場不可

011-520-1771
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

さっぽろ馬頭琴ナーダム！2022「民族と音楽」
12月23日(金) 

全席自由 3500円 (要予約)　小学生以下無料 011-884-7129

予約
申込①開演14:00開場13:30 ②開演18:30開場18:00  馬頭琴体験ワークショップ16:00～17:00要予約（定員約20名）

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）
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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2022年12月7日時点の情報を元に作成しております。 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2022年12月7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。

2022 WHITE CHRISTMAS in MOERE

開演13:30　開場13:00
12月24日(土)・12月25日(日)

一般 300円　高大生 200円　小中生 100円　※小学生未満は無料 定員　各日先着120名　※小学生は保護者同伴

011-790-1231
モエレ沼公園　ガラスのピラミッド1F アトリウム１
東区モエレ沼公園1-1

第133回 OKUI MIGAKUギャラリーコンサート ～マリンバ奏者 沓野勢津子さんを迎えて～

開演15:00　開場14:30
12月24日(土)

一般 3000円 学生 2000円　中学生以下無料 011-521-3540

OKUI MIGAKU（奥井理） ギャラリー
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

平野則子ソプラノリサイタル 愛の小部屋16

開演14:00　開場13:30
12月25日(日) 

全席自由 3000円 (予約制) 011-551-1282

渡辺淳一文学館
中央区南12条西6丁目414

予約
申込

北大ピアノクラブ ウィンターコンサート

【第1部】開演13:00【第2部】開演14:15　開場12:30
12月25日(日) 

500円 pianoclub@gmail.com

共済ホール
中央区北4条西1丁目共済ビル6F

木管五重奏カモミーユ Christmas concert

開演18:30　開場18:00
12月25日(日)

無料 011-211-1951

豊平館
中央区中島公園1-20

全席指定 S 5500円　A 4500円　B 3500円　U25(各席) 1500円 ※U25は1997年以降にお生まれの方が対象です。

Kitaraのクリスマス
12月24日(土) 　開演15:00　開場14:15

※未就学児入場不可 ペアS 10000円 ペアA 8000円  Kitara Club会員特別料金 S 4500円　A 3500円　B 2500円

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

ピアノの生演奏を聴きながら楽しむヨガレッスン〝ピアパラヨガ〟クリスマススペシャルクラス

【開催日】12月24日(土)10:30～11:30
【募集期間】12月2日(金)～12月24日(土)

2000円 ※完全予約制 nao.19860505@gmail.com

スタジオR
北区北25条西5丁目1-18プラザ25

予約
申込

新芸能集団「乱拍子」公演～たつの子太郎と龍神祭～

前売 3歳以上～中学生･障がいをお持ちの方1500円 学生2000円 大人2500円 家族券(3名まで)5000円　　　各回100名
12月16日(金)19:00～ 12月17日(土)11:00～／14:00～ 12月18日(日)14:00～

当日 3歳以上～中学生･障がいをお持ちの方2000円 学生2500円 大人3000円　※団体割引あり(10名以上要予約)

011-855-2029
札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

2022年 第1回 ミトペラ公演 “オペラってこんなに楽しい” オペラ「ジャンニ・スキッキ」＆ レクチャーコンサート

開演18:00　開場17:30
12月17日(土)

全席自由 4000円 ※5歳以上入場可(座席使用時有料／ひざ上鑑賞無料) 080-3239-0463

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

第29回オリジナルミュージカル公演 フェアリーテイルヒーローズ ～おとぎ話の英雄たち～

【昼の部】開演14:00開場13:30【夜の部】開演17:30開場17:00
12月17日(土)・12月18日(日)

全席自由 3999円 ※小さなお子様でも席を利用する場合は、チケットが必要です。※18日夜の部完売

011-271-7077
北海道立道民活動センター　かでるホール
中央区北2条西7丁目

朗読会 はまなす Vol.15

開演13:00　開場12:30
12月19日(月)

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。

011-582-4134
札幌市民交流プラザ2F　SCARTS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

劇団千年王國ロックミュージカル「ロミオとジュリエット～Romeo and Juliet～」

開演14:00　開場13:30
12月24日(土)･12月25日(日)

全席指定 前売 S席4500円 B席2500円 当日 S席5000円 B席3000円 ※未就学児入場不可

mail@sen-nen.org
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

全席自由(前売・当日共通)　18歳以上1200円　 5歳～17歳500円
12月24日(土)開演14:00開場13:30 12月25日(日)開演11:00開場10:30／開演14:00開場13:30

 5歳未満無料  各回定員100名　観劇には事前のご予約が必要です。 011-723-5911

予約
申込

振付・演出家が明かす 知ったらスゴイ舞台の裏側（高橋竜太ダンスワークショップDAYs in Sapporo）

1000円 ※ストリーミング＋での配信 ※情報・申込先 https://www.kyobun.org/event_detail.php?id=10464

第７回12月23日(金)～29日(木) 011-271-5822

＜受講生募集＞令和4年度 こどものまなび塾 ボランティア養成講習会

予約
申込

Ⅳ期 12月8日(木)～2023年1月15日(日）　昼コース10:00～12:00　夜コース19:00～21:00（土・日曜日は昼・夜コース合同開催）

定員15名(先着順)　詳しくはHPをご確認ください。https://koguyama.jp/kogumaza/kogumaza_info/23208/
【実施場所】札幌市中島児童会館・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

【親子体験学習講座】SDGsってなに？みんなといっしょにカードゲームで体感！

【開催日】2023年1月16日(月)13:00～15:00　(受付12:00～)
【募集期間】12月2日(金)～2023年1月10日(火)

無料　定員40名　対象：道内に居住している小学生と保護者 011-221-0110

北海道立消費生活センター　くらしの教室
中央区北3条西7丁目北海道庁別館西棟2F

予約
申込

kuraché（クラシェ）2022.12「つなぐ、つながる贈りもの」
12月7日(水)～12月16日(金)

無料

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
中央区北1条西3丁目10:30～18:30

011-232-3661

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン「追憶のハロウィンからの脱出」
10月28日(金)～12月18日(日)

料金・時間など詳しくはHPをご確認ください。https://realdgame.jp/conan2022/hokkaido.html

011-522-8777
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日之出ビル 8F

2023年度 道銀芸術文化助成事業 募集

無料　詳しくはHPをご確認ください。
10月25日(火)～12月25日(日）当日消印有効(持参・郵送)

https://dogin-bunkazaidan.org/grant.html#grant_info 011-233-1029

【応募・問合先】公益財団法人 道銀文化財団 
【応募・問合先住所】中央区大通西4丁目 道銀ビル別館8F

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】12月16日(金)・2023年1月20日(金)・2月17日(金)　18:45～20:45
予約
申込

2023年度北海道生物多様性保全助成制度　ほっくー基金活動助成募集！

【申込先】北海道生物多様性保全活動連携支援センター（HoBiCC）事務局　公益財団法人北海道環境財団「ほっくー基金北海道生物多様性保全助成制度」係
【募集期間】11月1日(火)～2023年1月31日(火)当日消印有効

無料　詳しくはHPをご確認ください。https://www.heco-spc.or.jp/HoBiCC/hokku_josei/hokku_jyosei_2023.html

011-218-7811　hokku@heco-spc.or.jp

クリスマスディスプレイ展～個性あふれるナチュラルリース～

8:45～17:15
11月8日(火)～12月18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

011-772-3511
百合が原緑のセンター　中温室
北区百合が原公園210

通し(会場・オンライン共通)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

【参加無料】12/22(木) 認知症サポーター養成講座＠札幌社会福祉総合センター

【開催日】12月22日(木)10:30～12:00
【募集期間】11月23日(水・祝)～12月22日(木)

無料　定員30名 011-600-2471

札幌市社会福祉総合センター4F　視聴覚兼会議室
中央区大通西19丁目1-1

JAPAN LIVE YELL project in HOKKAIDO 2022 さっぽろパペットシアター「北のおばけ箱２」

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

第105回「ろうどくの小径」

開演13:00　開場12:30
12月18日(日)

無料　入場者50名まで（新北海道スタイル） 090-3392-2123

札幌市中央図書館3F　講堂
中央区南22条西13丁目1-1

RED KING CRAB 演劇公演「遭難」

12月18日(日)13:00／17:00 全公演アフタートークあり (開場は開演30分前)
12月15日(木)19:00 12月16日(金)19:00 12月17日(土)13:00／17:00 

(前売・当日共通)一般 3000円　学生 1500円 　詳しくはHPをご確認ください。https://redkingcrab.wixsite.com/redkingcrab

050-3116-0622
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2-10ザ・タワープレイス1F

新渡戸遠友館(仮称)建設支援 連続講座　第6回　「ソクラテスと新渡戸稲造」

13:30～15:30　定員40名
12月13日(火)

1000円(道民カレッジ生・学生500円)  ※予約不要・要マスク着用 011-577-1441

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

第11回 花かご朗読会

【開催日】12月18日(日)開演14:30　開場14:00
【受付期間】11月1日(火)～12月17日(土)　定員40名

1000円 ※料金は当日受付でお支払いください。 090-1303-8389

札幌市資料館2F　研修室
中央区大通西13丁目

予約
申込

えほんで楽しくファンタジア

11:00～11:30 絵本読み聞かせ会 　11:30～12:00 えほん相談・質問タイム・ミニコーナー等
12月12日(月) 2023年1月23日(月) 2月27日(月) 3月27日(月)

無料　対象 0歳～小学生(保護者同伴)　各20名先着順 090-9517-0709

札幌市えほん図書館　おひさまのへや（白石区南郷通1丁目南8-1白石区複合庁舎6F）

【平日】8:45～20:00　【土日祝】8:45～17:00 

中央図書館　所蔵資料特別展　札幌市制100周年記念事業「札幌市制の100年」
10月13日(木)～12月13日(火)

無料

札幌市中央図書館1F　展示室
中央区南22条西13丁目1-1

011-512-7355

＜作品募集＞キラリ!さっぽろ公園30選 2022

無料　応募要項等はHPをご確認ください。
【募集期間】8月10日(水)～2023年1月25日(水)10:00

https://www.sapporo-park.or.jp/kikin/?page_id=8821　応募は専用応募フォームからの受付のみです。

011-211-2579
【問合先】公益財団法人 札幌市公園緑化協会 キラリ！さっぽろ公園30選係
【問合先住所】中央区北1条東1丁目6-16ニューワンビル4F

北海道博物館第3回蔵出し展 「久保寺逸彦文庫―アイヌ文学研究者による調査と資料をとおして、時代をさぐる―」

9:30～16:30（最終入場は16:00まで）
10月29日(土)～2023年1月15日(日)　休館日：毎週月曜日（1/9は開館） 12/15、1/16、12/29～1/3、1/10

無料　※総合展示をご覧になる場合は別途料金がかかります 011-898-0466
北海道博物館2F　特別展示室（厚別区厚別町小野幌53-2）

特別展「歿後10年 吉本隆明　廃墟からの出立」

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）
一般700(560)円　高大生・65歳以上の方450(360)円　小中生300(240)円 ※（ ）内は10名以上の団体料金　児童・老人福祉施設に入所している方や障がい者手帳等お持ちの方とその引率者、生活保護を受けている方無料

10月29日(土)～2023年1月9日(月・祝)　休館日：月曜日(1/9をのぞく)、12/29～1/3
011-511-7655

北海道立文学館　特別展示室（中央区中島公園1-4）

あたらしい民話をつくろうワークショップ

【開催日】12月17日(土)・2023年1月15日(日)　9:15～11:45
【募集期間】11月21日(月)～2023年1月15日(日) 【問合先】あたらしい民話事務局 予約

申込

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～

中央区北2条西2丁目41札幌2･2ビル2F
10:00～17:00
12月6日(火)～2023年3月31日(金)　休館日：毎週月曜日、年末年始(12/19～1/9)

300円（大学生以下無料)

011-552-2100

小原道城書道美術館

筬井敦子写真展「シルクロードの風」

10:00～18:00
12月9日(金)～12月14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

第69回ニッコールクラブ札幌支部写真展

10:00～18:00
12月16日(金)～12月21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

第26回NHKハート展～DIVE TO HEART ハートにとびこめ！～

中央区北1条西9丁目1-59:30～18:00（土日は午前10:00から、入場は閉館の15分前まで）
12月17日(土)～12月25日(日)

無料　詳しくはHPをご確認ください。https://pid.nhk.or.jp/event/PPG0354619/index.html

011-232-4040
NHK札幌放送局ロビー

090-7515-3019

無料　定員12名程度(先着順)　申込方法等詳しくはHPをご確認ください。http://a-minwa.satsulabo.net/tsukuru/

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

大札幌落語会2022年「花緑・兼好の巻」

開演18:40　開場18:00
12月14日(水)

全席自由 前売 2600円 当日 3000円 ※未就学児入場不可 080-7000-6403

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

パスプア＃02　『ヒューマシーンセオリー』
12月13日(火)20:00 12月14日(水)20:00 12月15日(木)20:00 12月17日(土)15:00･19:00 12月18日(日)15:00 ※受付開始、開場は開演時間の30分前。

※未就学児入場不可　チケット等詳しくはHPをご確認ください。https://www.paspoor.com/post/live02
カタリナスタジオ（北区北10条西2丁目18-1）前売・当日共　通常チケット(サンキューカード付)3100円　百円観劇チケット100円　

090-6998-6741

【開催場所】中央区南2条西10丁目　札幌市中央区民センタ―　会議室C
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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2022年12月7日時点の情報を元に作成しております。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2022年12月7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。

聖なるアート マジカルクリスマス MAX瞑想会™

10:30～16:00
12月18日(日)

入場料無料　MAX瞑想会1000円　体験会は別途料金がかかります dreambig55epuibe@gmail.com

札幌市生涯学習センターちえりあ3F　研修室5・6
西区宮の沢1条1丁目1-10

#どうが しなくちゃ 映像ビジネスマッチング2023
12月14日(水) 札幌駅前ビジネススペース
13:00～14:30　14:45～16:15

予約
申込中央区北5条西6丁目1-23第二北海道通信ビル2F

douga@bros-inc.jp

無料　詳細はHPをご確認ください。 https://www.screensapporo.jp/eizo-matching2023/

草月流グループフリーデル「花遊び2022」～グループ創立15周年記念花展～

12月18日(日)10:00～18:00
12月17日(土)13:00～18:00 

無料 090-8635-7885

札幌市民交流プラザ2F　SCARTSスタジオ1・2
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

SAPPORO保育園ミーティング2022年12月

13:00～16:00　※入退場自由
12月18日(日)

無料 011-562-0101

ニューオータニイン札幌2F　鶴の間
中央区北2条西1丁目1

しめ飾りづくりと凧づくり体験教室

10:00～14:30　
12月17日(土)

厚別区厚別町小野幌50-1
予約
申込

大人1200円(入館料、保険、材料費) 子ども500円(保険、材料費) ※65歳以上・パスポート持参の方は500円  定員小学生・保護者20名(定員になり次第締め切り、子供だけの参加は不可)

011-271-4220
北海道開拓の村　旧札幌停車場第2ホール･広場

北海道の問題から地球と共生の未来を考えるpart２

14:00～16:00
12月17日(土)･1月14日(土)･2月18日(土)

中央区南1条西5丁目愛生舘ビル5F 501A
予約
申込

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
さっぽろ自由学校「遊」　※2/18のみ愛生舘サロン(愛生舘ビル6F・南側奥)

予約
申込

”行列のできるお金の講座”50代からの人生設計

【開催日】2023年1月17日(火)～2月7日(火)　14:00～16:00　毎週火曜日(全4回）
【募集期間】12月19日(月)～12月26日(月)

3000円 15歳以上（中・高校生を除く）定員 20名　※お申込みは電話でのみ受付します。

予約
申込

011-812-7181
札幌市豊平区民センター1F　和室いこい（豊平区平岸6条10丁目）

自分のまちは 自分たちで守る！ 全国ふろしき学校サポート講師養成講座＆門松つくり

12月23日(金)10:00～15:00
12月21日(水)13:00～20:00 12月22日(木)10:00～20:00

1000円（講座資料代） 展示見学は無料　定員各回12名 080-6078-2266

札幌市民交流プラザ2F　SCARTSスタジオ2 予約
申込中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

【開催日】2023年2月6日(月)～3月6日(月)　14:00～16:00
【申込締切】12月25日(日)

3600円（全4回）定員30名 011-671-2311
西区宮の沢1条1丁目1-10

予約
申込

【開催日】2023年2月21日(火)～3月14日(火)　14:00～16:00
【申込締切】12月25日(日)

3600円（全4回）定員30名 011-671-2311
西区宮の沢1条1丁目1-10

予約
申込

【ちえりあ学習ボランティア企画講座】もっと知りたい、栄養と食品！～上手に食べて健康な暮らし～
札幌市生涯学習センターちえりあ2F　大研修室

【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～
札幌市生涯学習センターちえりあ6F　講堂 (1回目は2F大研修室)

令和4（2022）年度　札幌市豊平館　講座　北海道の結婚式

【開催日】2023年1月20日(金) 開演18:00 開場17:30
【募集期間】12月21日(水)～

無料 011-211-1951

豊平館　広間
中央区中島公園1-20

北海道大学と札幌市との包括連携協定締結記念講演会

10：45～12：00（開場10：00）
12月21日(水) 北海道大学学術交流会館2F　講堂

北区北8条西5丁目
予約
申込

無料　定員150名（オンライン配信も実施）　事前申込制（会場・オンライン参加ともに12月12日(月)12:00まで）

011-727-6001

予約
申込


