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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。

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

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

札幌・ミュンヘン姉妹都  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)

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

011-281-6400

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

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12日(日)

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

【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

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/
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

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

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

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

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・要項など詳しくはHPをご確認ください。https://www.hokkaidoisan.org/news.php?num=62

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

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 ※未就学児無料　※障がい者手帳をお持ちの方は手帳提示で無料、お付き添いの方は通常料金となります。

さっぽろ羊ヶ丘展望台（豊平区羊ヶ丘1）
011-851-3080さっぽろ羊ヶ丘展望台「羊ヶ丘スノーパーク2023」

9:00～17:30（最終日は16:00まで、最終入場は30分前）※12月31日(土)9:00～17:00　2023年1月1日(日)10:00～17:00
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 －

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現代美術研究所
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-』

月～土12：30～22：00　日・祝12：30～21：00 ［フードLO. 20:00(日祝 19:00)・ドリンクLO.21:00(日祝 20:00)］※12/29・12/30・1/2・1/3は20:00まで、1/1は18:00まで
12月22日(木)～2023年1月24日(火)　定休日：毎週水曜日、12/31、1/10～1/13

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（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カフェ エスキス 20周年特別企画展 みんなで飾ろう!! 200 『frames（フレーム）』

10:00～18:00（最終日は16:30まで）
12月13日(火)～2023年1月20日(金)　休館日：土曜･日曜･祝日、12/26～1/6

無料

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

011-261-6511

ドラマ／ドラマチック－北海道障がい者のアート展より－

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)

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

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）

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）

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 ※障がい者手帳のご提示でご本人さまとお連れさま１名まで無料

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

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

カフェ北都館ギャラリー(西区琴似1条3丁目1-14)

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）

11:00～19:00
12月27日(火)

無料
中央区大通西4丁目

a_cross44@yahoo.co.jp

猫と魔法の不思議なキャラバン７ ～ノスクとキラキラ星

10:00～18:00（最終日は17:00まで）
2023年1月3日(火)～1月9日(月・祝)

無料

陶遊
中央区南12条22丁目1-1コバヤシビル1F

011-552-7474

田村 ゆみこ 器展

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）

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北大通交差点広場（西）

011-590-1311
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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21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。

【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
2023年1月4日(水)～1月9日(月・祝)　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

フレッシュオールスター ～第11回新春日本画 PartⅠ～

①11:00-13:00 ②15:00-17:00
2023年1月7日(土)～1月22日(日)　2023年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。

モエレ沼公園　ガラスのピラミッド2F スペース2
東区モエレ沼公園1-1

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

【募集概要】出演者30名　対象：原則小学4年生以上～成人、経験不問
【募集期間】12月16日(金)～2023年1月18日(水) 【申込先】一般社団法人地域舞台創造I'Ms 予約

申込

オリジナルミュージカル『卑弥呼』出演者第募集

＜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） 12/29～1/3、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）

20:00～25:00
12月16日(金)～12月28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
中央区南5条西6丁目9-3ニュー桂和ビル8F

011-839-0461伴田良輔個展　パララマ写真

9:00～20:00（最終日は18:00まで）
12月26日(月)～12月28日(水)

無料

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）憩いの空間　北1条東
中央区北1条西3丁目

hk_bookshare@yahoo.co.jp

読書環境の整備を考える「ぶっくらぼステーション」

10:00～18:00（最終日は17:00まで）
2023年1月7日(土)～1月15日(日)　定休日：1月10日(火)

無料

茶廊法邑
東区本町1条1丁目8-27

090-3119-7170

写真展　ひかり　それぞれの瞬

あたらしい民話をつくろうワークショップ

【開催日】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

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/
【開催場所】札幌市中央区民センタ―　会議室C（中央区南2条西10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

12月31日(土)開演13:00開場12:30
12月30日(金)①開演13：00開場12：30 ②開演15:00開場14:30

観覧料無料　※未就学入場可能　※別途、時計台入館料200円／名がかかります

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

011-231-0838Year-End Performance 2022 in Sapporo Clock Tower Hall『美しく咆える四獣』

①開演11:00開場10:30 ②開演14:00開場13:30 
12月31日(土)

全席自由 前売 3000円 当日 3500円  学生 1500円(学生証提示) 小学生以下 無料

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

090-2077-8327大晦日だよ！あの素晴らしい舞をもう一度 昭和レディ・涙のリクエスト

1レッスン2000円　3レッスン5400円　5レッスン7500円
2023年1月2日(月)～1月4日(水)

時間・料金等詳しくはHPをご確認ください。https://www.tapandmusiclab.com/post/2023newyear

Tap＆Music Lab.
豊平区美園3条4丁目3-24

080-6097-0095お正月タップダンスワークショップ

①開演13:30開場13:00　②開演16:00 開場15:30
2023年1月5日(木)

全席自由 前売当日共通 一般(中学生以上)3000円 小学生以下1500円　※未就学児(4歳以上)入場可

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

011-281-6680JAPAN LIVE YELL project in HOKKAIDO 2022 音楽劇「動物たちの夜曲（セレナーデ）」

開演13:00　開場12:30
2023年1月7日(土)・1月8日(日)

全席自由 前売 4000円　当日 4500円 ※未就学児入場不可

札幌法輪閣4F　本堂
中央区南4条4丁目5-1

kamigata.rakugo0317@gmail.com

江戸・上方 粋と粋2(いきとすい) 初笑い!古典本寸法最強伝説 第26回上方落語をきいてよの会 さっぽろ

ワークショップ500円(イベント保険料)　発表公演観覧料 子ども無料 大人500円
2023年1月7日(土)～1月9日(月・祝）

時間・場所・定員・申込方法等詳しくはHPをご確認ください。https://tam-p.jp/hero/news/wkkm2023win/

札幌市北区民センター集会室AB ・ホール
北区北25条西6丁目1-1

070-5572-9102「和の心を子ども達へ、未来へ！」舞台＆ワークショップ 2023冬

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

【開催日】1月28日(土)開演13:00
【応募締切】2023年1月13日(金)24:00 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
予約
申込

陸上自衛隊北部方面音楽隊 第25回室内楽演奏会

【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
2023年1月4日(水)～1月16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

北都館 絵を楽しむ小部屋《絵楽屋》☆めでたき新春☆

14:00～16:00ごろまで
2023年1月8日(日)

500円(定員10名程)

絵本とcafeゴルディロックス　ギャラリースペース
東区伏古10条4丁目6-9

goldilocks3kuma3@gmail.com

水戸麻記子絵画展　MITORAMA  怪獣のバラード　ワークショップ 「君のオリジナル怪獣をかこう！」

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

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。https://teket.jp/973/16848

dosankos.music@gmail.com
ドサンコスの音楽祭！

[第1部]開演15:00  [第2部]開演17:00  [第3部]開演18:40  開場14:30
12月26日(月)

全席自由 2000円 ※5歳以上入場可(ひざ上鑑賞不可／要チケット)

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

090-6696-5603

échelle irisée ～音楽は人をつなぐ～

開演18:30　開場18:00
12月27日(火)

全席自由　前売 500円　当日 600円　 ※5歳以上入場可、小学生以下無料

札幌コンサートホールKitara　大ホール
中央区中島公園1-15

090-5088-2236

北海道大学チルコロ・マンドリニスティコ「アウロラ」第98回 定期演奏会

開演18:30　開場18:00
12月28日(水)

全席自由 前売 一般 1000円 小中高生 700円　当日 一般 1300円 小中高生 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

011-684-0034北海道ディレクターズバンド 第28回 定期演奏会

開演19:00　開場18:30
12月28日(水)

全席自由 2000円

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

090-1307-6027

フルートレボリューション from 札幌　Vol. 9

開演19:00　開場18:30
12月28日(水)

全席自由 前売 一般 3000円 学生 1500円 ペア 5500円　当日 一般 3500円 学生 2000円 ※ペア券の当日券の取扱はございません ※未就学児入場不可（入場希望の場合は主催にお問合せ下さい）

札幌コンサートホールKitara　小ホール
中央区中島公園1-15

080-1887-1123R.シューマン オラトリオ『ばらの巡礼』全曲演奏会

開演15:00　開場14:00
12月31日(土)

全席指定 SS席7000円 S席6000円 A席5000円 中学生以下(A席限定)500円 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。

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

011-211-14632022 HTB ジルベスターコンサート

開演19:00　開場18:30
2023年1月5日(木)

全席自由 1000円　 未就学児不可

時計台ホール
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

s.o.p.information@gmail.com

こぐま座 from サクソフォーン・オーケストラ “Polaris” NEW year Concert 2023

開演13:30　開場12:00
2023年1月7日(土)　

全席自由 5000円 中華ランチプレート、ソフトドリンク付き 開場時間内にお食事をお召し上がりください。

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

すずき一平マンスリーコンサート

予約
申込

011-799-4460

14:00～14:40
2023年1月7日(土)

無料（要当日有効の観覧券）開始時間までに札幌芸術の森美術館エントランスロビーにお越しください。定員は20名程度

札幌芸術の森美術館　展示室
南区芸術の森2丁目75

011-591-0090野田弘志 ― 真理のリアリズム　関連イベント　学芸員によるギャラリーツアー

【開催日】2023年1月10日(火)10:00～11:30
【募集締切】2023年1月5日(木)

無料　定員14名 090-7653-1161

予約
申込

＜参加者募集＞つながるArt ～脳が喜ぶ！心が笑う！体のリフレッシュ！～ ワークショップ　

11:00～19:00
2023年1月5日(木)

無料

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ） 北3条交差点広場（西）
中央区北3条西4丁目

a_cross44@yahoo.co.jp

雑貨＆手づくり雑貨マルシェ hand to heart   vol.104

12:30～20:00　※cafeご利用の場合 L.O.19:30まで
2023年1月6日(金)～1月29日(日) 金曜・土曜・日曜日開催

無料

絵本とcafeゴルディロックス
東区伏古10条4丁目6-9

goldilocks3kuma3@gmail.com

水戸麻記子絵画展　MITORAMA  怪獣のバラード

9:00～17:00
無料

第1期2023年1月7日(土)～1月22日(日)スペース2　第2期2023年2月1日(水)～2月19日(日)スペース2･アトリウム1　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　

011-790-1231German Suplex Airlines「Big Buddha Project - 令和の大仏造立 -」

9:00～15:00　※12:30～13:30　昼休みのため窓口が閉まり観覧できません
2023年1月4日(水)～1月31日(火）定休日：土曜・日曜・祝日

無料

北陸銀行 西岡支店
豊平区西岡3条5丁目5-8

hironakaart@gmail.com

仲浩克油彩画展

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

022-765-2487

申込はHPから専用フォームもしくは電話　料金など詳しくはHPをご確認ください。https://www.theater-im.com/himiko2023
【申込先住所】宮城県仙台市泉区館3丁目37-8

【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　定員先着40名　対象：道内に居住している小学生と保護者 011-221-0110
中央区北3条西7丁目北海道庁別館西棟

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

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】2023年1月20日(金)・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

北海道立消費生活センター2F　くらしの教室
011-581-3191(内線：3337)

全席指定　無料　申込は応募専用サイトより　詳しくはHPをご確認ください。https://sec.mod.go.jp/gsdf/nae/naband/c_concert.html
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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21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。

【開催日】2023年1月24日(火)～1月29日(日)　8:45～17:15（最終日は15:00まで）
【募集期間】2023年1月4日(水)～1月22日(日)　休館日：1月10日(火)、1月16日(月)

応募は無料、電話にて申し込み願います。　入場料　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

【展示場所】百合が原緑のセンター小温室
北区百合が原公園210

011-772-3511市民ラン展～市民参加のランの展示会～

＜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

”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 定員先着20名[15歳以上(中・高校生を除く)]　※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）

予約
申込

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　 定員60名　※お申込みは電話でのみ受付します。 011-211-1951

豊平館　広間
中央区中島公園1-20

予約
申込

9:45～15:30（入館は15:00まで）
2023年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）
2023年1月7日(土)～1月15日(日)毎日　2023年1月16日(月)～3月12日(日)土・日・祝日のみ　休館日：毎週月曜日(月曜が祝日の場合は火曜) 

無料　※芸森かんじきウォーク参加者限定イベントです。
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　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～

10:00～16:00（最終日は13:00まで）
2023年1月8日(日)～1月10日(火)

1点100円～500円　日めくりカレンダーのみ1月8日(日)9:00から整理券を配布

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

011-215-6670

第34回 2023 ユネスコカレンダー市

【開催日】2023年1月21日(土)14:00～16:00
【募集期間】12月21日(水)～2023年1月4日(水) 札幌市中央図書館3F　講堂

中央区南22条西13丁目1-1　
予約
申込

第56回サイエンス・フォーラム 011-512-7320

申込方法等詳しくはHPをご確認ください。http://www3.city.sapporo.jp/shimin/opkaigi/public/detail.asp?id=2022110036

【開催日】2023年2月4日(土)9:30～11:30　(開場9:15～)
【募集期間】12月4日(日)～2023年2月3日(金)

西区宮の沢1条1丁目1-10
予約
申込

「成功へといざなう３つの人間力」～自立力を身に付ける自己責任能力～ 　第1回（全3回）
札幌市生涯学習総合センター ちえりあ6F　講堂

090-6999-5345

大人 3000円　中学・高校生 1500円　※団体(5名様以上)一人につき300円割引　※親子でお申し込みの場合、二人で300円割引




