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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〉

すずきまいこ個展「となりのくまたち」
2021年12月23日(木)～2022年2月28日(月)※休館日：土・日・祝日

無料
9:00～17:00

北海道文化財団 アートスペース

011-272-0501
中央区大通西5丁目11 大五ビルヂング 3F

現在を見つめる眼～Vol.16 全国にはばたく北海道の高校生たち
【前期】1月4日(火)～2月16日(水)【後期】2月17日(木)～4月1日(金) 休館日：土・日・祝日

無料
9:00～15:00（銀行営業時間内）

011-233-1029
北海道銀行 本店営業部1階ロビー（中央区大通西4丁目1番地）

〈申込受付〉〈募集要項〉新さっぽろ冬まつり2022「ぬりえ・えにっきコンテスト」
【コンテスト開催募集期間】1月17日(月)～2月15日(火)※郵送の場合は当日消印有効

無料　応募要項など詳しくは公式HPをご確認下さい。https://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/machi/matsuri/index.html
【会場開催】2月11日(金・祝)～2月12日(土) 16:00～20:00

011-895-2442

ふれあい広場あつべつ、科学館公演（厚別区厚別中央1条5丁目）

Seed Stories　2021-2022
1月18日(火)～1月30日(日)　※会期中無休

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
10:30～20:00（ラストオーダー19:30)

TO OV cafe（ト・オン・カフェ）

011-299-6380
中央区南9条西3丁目2-1マジソンハイツ1F

李王×アベメグム　二人展　「自遊」-JIYU-
1月19日（水）～1月24日（月）

無料
11:00～18:00（初日は13:00から　最終日は17:00まで）

ビストロカフェ+ギャラリー オマージュ

s20a137@gmail.com
中央区南1条西5丁目プレジデント松井ビル100　1F

アジアの中の日本
1月20日(木)～3月6日(日) ※休館日：会期中の月曜・火曜・水曜日

一般（小学生含む）700円　 障害者手帳保有者（介護者1名も同料金）500円　小学生未満無料
10:00～17:00　（最終入場は16:30まで）

HOKUBU記念絵画館　1・2階展示室

011-822-0306

豊平区旭町1丁目1-36

サッポロ　モノ　ヴィレッジ
1月22日(土)～1月23日(日)

前売券600円　当日券700円　時間指定券：前売券500円　当日券600円 ※時間指定券は13:00以降入場可能なチケットです。 ※小学生以下は入場料無料
10:00～16:00

札幌ドーム

011-852-2200

豊平区羊ケ丘1

特別展「よみがえれ！とこしえの加清純子」再び
1月22日(土)～3月21日(月・祝) ※休館日:毎週月曜日（祝日等の場合は開館し、翌日休館）

一般700(560)円、65歳以上・高大生450(360)円、小中生300(240)円 ※カッコ内は前売及び10名以上の団体料金
9:30～17:00（最終入場は16:30まで）関連イベントあり、詳しくは公式HPをご確認下さい。http://www.h-bungaku.or.jp/

北海道立文学館　特別展示室（中央区中島公園1-4）

011-511-7655

きみのみかた　みんなのみかた
1月22日(土)～3月13日(日)　※休館日:毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は開館し、翌火曜日またはその翌日休館）

一般800(640)円　高校・大学生400(320)円　小・中学生200(160)円 ※カッコ内は前売、及び20名以上の団体料金
9:45～17:00（最終入場は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）

ひこばえ[蘗]展
1月24日（月）～1月30日（日）

無料
10:00～18:00（初日は13:00から 最終日は17:00まで）

らいらっく・ぎゃらりい

011-882-1411
中央区大通西4丁目1番地 北海道銀行本店ビル1F

「ヌプサムメム」高臣大介ガラス展
【前期】1月25日(火)～1月30日(日)器展　【後期】2月1日(火)～2月6日(日)インスタレーション　※1月31日(月)休館

無料
12:00～19:00

0142-75-3262
TEMPORARY SPACE（北区16条西5丁目1-8）

北海道の福祉とアートVol. 6　ゆく年くる年　菊地政司と剣渕西原学園
2021年12月15日(水)～2022年1月21日(金)　※休館日：土・日・祝日

無料
10:00～18:00　※最終日は16:30まで NAKAHARA DENKI Free Information Gallery

011-261-6511

中央区北2条西2丁目29-1札幌ウイングビル1F

〈作品募集〉Bunkazai Design Contest 2021
2021年12月17日（金）～2022年2月15日（火）17:00必着

無料 応募方法等詳細はHPをご確認ください（https://www.koubo.co.jp/contest/design/package/119659.html）
※応募先　NPO法人北海道遺産協議会（中央区大通東2丁目3-1　第36桂和ビル7F）

info@hokkaidoisan.org

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（教室）：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、オンライン聴講コース定員無し （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

〈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）
【施設展示】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）予定

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

Asumi Asama 浅間あす未　solo　Exhibition
2021年11月17日(水)～2022年1月17日(月)

無料
8:00～20:00　ラストオーダー19:30

asumi.tsuru@gmail.com
中央区大通西18丁目1
POP / iN

魅惑のヴェネツィアガラス展　ー受け継がれる伝統技法と美ー
2021年10月26日(火)～2022年1月24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歳以上の方は350円
10:00～17:00（最終入場は16:30まで）※最終日は16:00閉館（最終入場は15:30まで）

北一ヴェネツィア美術館（小樽市堺町5-27）

0134-33-1717

富野由悠季の世界　～ガンダム、イデオン、そして今
2021年11月17日(水)～2022年1月23日(日)　休館日：毎週月曜日

一般1500円、高大生1000円、小中学生700円 ※未就学児は無料（要保護者同伴）※障がい者手帳をお持ちの方等は無料（介助の方は1名無料）
9:30～17:00（最終入場は16:30まで）

011-232-1373

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

【近美コレクション】コレクション・ストーリーズ　ヨーロッパの版画
2021年11月17日(水)～2022年4月3日(日) 休館日：月曜日

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。詳細はHPをご確認ください。https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/knb/exhibition/program/24
9:30～17:00（入場は16:30まで）

011-644-6881

中央区北1条西17丁目
北海道立近代美術館 展示室A

高嶺格「歓迎されざる者～北海道バージョン」記録映像　期間限定公開
配信期間：2021年11月26日(金)10:00～2022年1月31日(月)17:00まで

無料　詳細はHPをご確認ください。https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=2118
10:00～16:00

011-271-1955

オンライン開催

ディズニー キャッツ＆ドッグス展
1月2日（日）～1月23日（日）

【当日券】 一般1000円、高校・中学生800円　※小学生以下無料（お子さまの安全の為、小学生以下の方は保護者のご同伴でご入場ください）
10:00～19:00　※入場は終了の30分前まで ※最終日は17:00終了

札幌三越　本館10階 催事場（中央区南1条西3丁目8）
障がい者手帳（ご本人様1名＋ご同伴1名様に限り入場無料）をお持ちのお客様は入場無料となります。

011-271-3311

第10回 新春日本画展 2022
1月12日(水)～1月17日(月)

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】AM10:00～22:00　【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

仲浩克油彩画展
1月4日(火)～1月31日(月)　休館日：土・日・祝日

無料
9:00～12:30　13:30～15:00

北陸銀行 西岡支店

011-853-9161
豊平区西岡3条5丁目5-8

名画の小部屋　版画　あ・ら・かると
1月4日(火)～1月31日(月)　休館日: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

2022卍干支展　「寅・tiger・虎」　
1月5日(水)～1月29日(土)　定休日：毎週日曜、月曜日

BARのため飲食のご注文をお願い致します。　
20:00～25:00

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

三岸が愛した札幌　
2021年12月17日(金)～2022年4月10日(日)　休館日：毎週月曜日(3月21日をのぞく)、月曜が祝日の場合は翌火曜(3月22日)、展示替等休館(2月15日～2月18日、3月31日～4月3日)

一般510(420)円、高大生250(170)円 ※（ ）内は10名以上の団体料金※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。※高校生は土曜日並びに学校教育での利用は無料。
9:30～17:00　入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館　展示室1～3（中央区北2条西15丁目）

mima-no-me #みまのめ〈VOL.7〉
2021年12月17日(金)～2022年3月30日(水)　休館日：毎週月曜日(3月21日をのぞく)、 2月15日(火)～18日(金)、3月22日(火)

一般510(420)円、高大生250(170)円　※（ ）内は10名以上の団体料金 ※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。 ※高校生は土曜日並びに学校の活動での利用は無料。
9:30～17:00　入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館 アートギャラリー北海道 2F展示室（中央区北2条西15丁目）

AKARI：無重力のパラレル
1月8日(土)～3月6日(日)　※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）

無料
9:00～17:00

011-790-1231
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）

田村由美子のうつわ展
1月13日(木)～1月17日(月)

無料
10:00～18:00（作家在廊17:00まで）

011-552-7474
中央区南12条22丁目1-1 コバヤシビル1F
陶遊

土田倫子 作品展「積もる雪は自然世界の毛布」
1月15日(土)～1月30日(日)　※休館日：毎週火曜日

無料
11:00～18:00（最終日は17:00まで）

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ
GALLERY創

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。

札幌市からのお知らせ

３２

※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1月12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2022年1月12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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北斎、広重から夢二、そして…　日本の木版画
1月26日（水）～1月31日（月）

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

群青  GUNSEI  Vol.09　―2週間12部屋の展覧会― 
【前期】1月27日(木)～2月1日(火) 【後期】2月3日(木)～2月8日(火)

無料
10:00～19:00　各会期最終日は17:30まで

アートスペース201　5階6階

090-2873-2250
中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル

さっぽろ雪像彫刻展2022
1月28日（金）～1月30日（日）

※関連事業：雪像製作者によるアーティストトーク、オリジナル紙芝居実演　日時等詳細は公式HPをご覧ください。http://www.hongoshin-smos.jp/d_detail.php?no=143
10:00～18:00　ライトアップは16時頃から（記念館は17:00まで）

本郷新記念札幌彫刻美術館 本館 前庭（中央区宮の森4条12丁目）

011-642-5709

無料 ※美術館の展覧会を鑑賞する場合は観覧料が必要です。

はじめてのほんごうしん
1月28日（金）～5月31日（火）

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 ※カッコ内は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。
10:00～17:00（最終入館は16:30まで）休館日:毎週月曜日〔3月21日(月・祝)は開館し3月22日(火)休館〕

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）

011-642-5709

Piazzolla　100th ANNIVERSARY CONCERT　ーピアソラ生誕100周年を記念してー
オンライン配信期間　1月21日(金)19:00～1月31日(金)17:00まで
オンライン配信視聴料（1端末あたり）：1500円
※オンラインチケットの購入等、詳細についてはこちらをご覧ください。https://www.elm-t.co.jp/

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.８　ワルツ・プログラム
1月19日（水）

一般 2000円　学生 1000円
開演19:00　開場18:30

時計台ホール

090-3393-4245
中央区北1条西2丁目　札幌市時計台内　2階

2nd. CD発売記念「玉川健一郎コンサート」
1月20日（木）

前売4000円　当日4500円
開演19:00　開場18:30

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

jazztama2008@yahoo.co.jp

新進演奏家育成プロジェクトリサイタル・シリーズSAPPORO23　トリオ イリゼ・リサイタル
1月21日（金）

全席指定　2500円　※未就学児入場不可
開演19:00　開場18:00

札幌コンサートホールKitara　小ホール

03-3539-5131
中央区中島公園1-15

トリオフローレ～ヴァイオリン、クラリネット、ピアノで奏でる三重奏の調べ～
1月21日（金）

全席自由一般: 2000円　学生: 1000円（当日:2000円）　※チケットはございませんので、問合せ先のメールアドレスよりご予約をお願い致します。
開演19:00　開場18:30

時計台ホール

concert.yoyaku.cl@gmail.com

中央区北1条西2丁目　札幌市時計台内　2階

オルガンミュージアムへようこそ！
1月22日（土）

全席指定　大人500円　子ども（5歳～小学生）300円　定員：500名　4歳以下入場不可
開演14:00　開場13:00

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

フェリーチェ楽友会　20th Concert
1月22日（土）

1000円
開演18:30　開場18:00

札幌サンプラザコンサートホール

090-1389-4292
北区北24条西5丁目

＜Kitaraランチタイムコンサート＞金子 三勇士のきがるにクラシック
1月23日(日）

全席指定 一般2000円　U25 500円（U25は1996年以降にお生まれの方が対象）※未就学児入場不可 ※KitaraClub会員料金一般1500円  
開演13:00　開場12:30

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

札幌ユース吹奏楽団 第43回定期演奏会
1月23日(日）

1000円（当日座席指定とさせて頂きます。尚、席のご指定は出来ません） ※当日券販売未定。未就学児入場可(膝上鑑賞無料)
開演15:30　開場14:30

札幌市教育文化会館　大ホール

info@s-youth.main.jp

中央区北1条西13丁目

きのとやサロンコンサートvol.71～春の訪れ～フルートソロの楽しみ
1月26日（水）

3000円　焼き菓子付き　※必ず予約をお願い致します。
開演15:00　開場14:30

琴似会館

011-640-3330
西区琴似4条2丁目6-40

〈Kitaraアーティスト・サポートプログラムⅠ〉ショパン・トークリーディング劇コンサート
1月27日（木）

全席自由　一般2000円　学生1000円　Kitara Club会員 一般1500円 ※学生券は大学生以下の方が対象(学生証のご提示をお願いします） ※未就学児入場不可
開演19:00　開場18:30

札幌コンサートホールKitara　小ホール

070-1452-3933

中央区中島公園1-15

恋と音楽～うたとヴァイオリンとピアノで紡ぐ想い～
1月28日（金）

全席自由　一般2000円　学生1500円　定員になり次第受付終了
開演19:00　開場18:30

札幌市民交流プラザ1F　SCARTSコート

090-9081-5514
中央区北1条西1丁目　さっぽろ創成スクエア

第21回　春の音楽会「振替公演」
1月29日（土）

全席自由　前売・当日：500円　※公演当日【未就学児のための鑑賞会場】 活動室1・2　開場13:30　入場無料
開演14:00　開場13:30

北広島市芸術文化ホール　花ホール

011-372-7667

北広島市中央6丁目2-1

ほしのしほ バースデー企画 星たちの夜 2022
1月29日(土)  ツイキャスプレミア収録配信日：2月19日(土)19:00

 チケットご購入期限 2021年11月15日(月)～2022年2月19日(土)18:00まで  ※セットプランをお申し込みの場合、直接主催者宛てにご予約をご連絡ください。
全席自由　前売4000円　当日4500円　【ツイキャスプレミア 収録配信】配信のみ3000円　当日公演＋収録配信 6000円開演18:00 開場17:30

札幌市民交流プラザ 3階 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）

hoshino.shiho.0113@gmail.com

札幌交響楽団　第642回定期演奏会　
1月29日（土）　開演17:00　開場16:00

(SS)7000円　(S)6000円　(A)5000円　(B)4500円　(C)3500円　U25割(B、C)1500円(1996年以降生まれの方が対象です。) ※（未就学児入場不可）当日券2000円取扱あり
1月30日（日）　開演13:00　開場12:00

札幌コンサートホールKitara　大ホール

011-520-1771

中央区中島公園1-15

街なかコンサートin大通VOL.39
1月30日（日）

前売：2500円 　当日：3000円 　※定員50名
開演15:00　開場14:30

道新プラザDO-BOX

090-8633-5070
中央区大通西3丁目 北海道新聞社 1階

〈作品募集〉森のちゃれんが50周年フォトコンテスト
【募集期間】2021年11月10日（水）～2022年2月6日（日）　最終日WEB17:00　写真の持込16:00まで

無料　応募方法など詳しくはHPをご確認ください。https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/about/architecture/contest/

011-898-0456

北海道博物館（厚別区厚別町小野幌53-2）

〈募集〉あなたの”定山渓”を投稿しよう！「＃わたしの定山渓＿冬」　
2021年12月15日（水）～2022年2月28日（月）　

③Instagramでハッシュタグ「＃わたしの定山渓_冬」をつけて投稿！　
無料　【応募方法】①Instagramで＠jozankei.tripをフォロー　②2021年12月15日～2022年2月28日の期間内に定山渓で写真を撮る

011-598-2012

〈作品募集〉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」
【募集期間】2021年12月25日（土）～2022年2月13日（日）

無料　応募方法など詳しくはHPをご確認ください。https://park1964.com/topics/photo-contest2021/

札幌パークホテル

011-511-3143

中央区南10条西3丁目1-1

〈申込受付〉〈作品募集〉チカホで一文字展
【申込期間】1月10日(月)～1月31日(月)【作品締切】2月15日(火)まで【展示期間】3月25日(金)13:00～3月27日(日)18:00

出品料:15歳以下1500円　16歳以上2500円 ※予定数約300点に達し次第、締切ります。10名以上は団体出品扱いになります。
札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北1条イベントスペース（東）〔中央区北1条西3丁目〕

090-2811-3972

糸田ともよ展『雪の日』
1月17日（月）～2月22日（火） 定休日：毎週水曜日 、2月15日(火)は臨時休業

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。
【月～土】（12:30～22:00）【日・祝】（12:30～21:00）　LO. / フード 20:00（日祝19:00）・ドリンク 21:00（日祝 20:00）

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

板東寛之写真展「塔に魅せられて」
1月17日（月）～1月23日（日）

無料
10:00～18:00　（最終日は17:00まで）

らいらっく・ぎゃらりい

011-233-1029
中央区大通西4丁目1番地　北海道銀行本店ビル1F

冬展2022北海学園大学1部写真部
1月18日（火）～1月23日（日）

無料
11:00～16:00

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

スマホというカメラの写真展～1inch センサースマホカメラの可能性～
1月21日（金）～1月26日（水）

無料
10:00～18:00　（最終入館は17:50まで）

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　富士フィルム札幌ビル1階

企画展 土肥美帆写真展 北に生きる猫
1月22日（土）～5月8日（日）※休館日：毎週月曜日(3月21日を除く）、2月15日、2月24日、3月22日～23日、5月2日、5月6日

一般500(400)円、高校生・小樽市内高齢者250(200)円、障がい者・中学生以下無料 ※カッコ内は20名以上の団体料金 
9:30～17:00　（最終入館は16：30まで）

0134-34-0035

市立小樽美術館（小樽市色内1丁目9-5）

地域協働展示事業　かでる展示フェスティバル2022「千歳の街・心風景～千歳写友会写真展～」
1月25日（火）～1月31日（月）

無料
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　1F展示ホール

011-522-5167
中央区北2条西7丁目

短編小説朗読会
1月30日（日）　

短編小説朗読会は参加無料ですが豊平館入館時に文化財見学料300円のご負担をお願い致します。
開演13:30　開場13:00

札幌市豊平館

090-2873-4018

中央区中島公園1-20

〈申込受付〉第23回　大人のための朗読会
【申込受付】1月11日（火）8:45～　先着順（定員100名）

無料
【開催日】2月2日（水）13:30～15:00

札幌市社会福祉総合センター4階 大研修室

011-614-2001
中央区大通西19丁目1-1

朗読会　はまなす　VOl.4
1月17日（月）

1000円　収容人数30名　※館内は車椅子対応をしております。ご予約のさいにお申し出ください。
開演13:00　開場12:30

札幌市民交流プラザ　4階 402室

090-6268-2448

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

アップダウン二人芝居 音楽劇「カイ」
1月22日（土）

全席指定　4500円 ※未就学児入場不可
開演17:30　開場16:30

道新ホール

090-2072-9974
中央区大通西3丁目道新ビル大通館8階

Creative Opera Mix Vol.3 MASTER PIECES
1月23日(日）

全席指定　【前売】　一般2500円　見切れ席1500円　U25 1000円 　【当日】　一般3000円　見切れ席2000円　U25 1500円
開演15:00　開場14:00

札幌文化芸術劇場 hitaru

011-271-1950

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

さっぽろ市民寄席 平成開進亭「兼好・枝光二人会」
1月25日（火）

全席自由　前売2000円　当日2500円
開演18:40　開場18:15

ザ・ルーテルホール

080-7000-6403
中央区大通西6丁目3-1

こしらのつどい
1月26日（水）

2500円
開演19:00　開場18:00

サンピアザ劇場

usiwajamaru@gmail.com
厚別区厚別中央2条5丁目7-5

第17回さつらく寄席
1月29日（土）

500円　定員50名
開演13:30　開場13:00

UHB北海道文化放送　1階 N1厨房 仲間達

090-7583-9282
中央区北1条西14丁目1-5

雪灯路〔ゆきとうろ〕 2022
1月29日（土）～2月5日（土）

無料
18:00～21:00

定山渓神社

011-598-2012
南区定山渓温泉東３丁目

〈申込受付〉メンタルコンディショニングセミナーin札幌　創造の原理 ～思い 言葉 行動が未来を創る～
【受付期間】2021年12月1日（水）～2022年2月5日（土）

大人 3000円　中学生・高校生 1500円
【開催日】2月5日（土）　開演14:00　開場13:30

ちえりあ　札幌市生涯学習総合センター6階　講堂

090-6999-5345
西区宮の沢1条1丁目1-10

映画「めぐみ」上映会
1月25日（火）　申込締切1月19日（水）

無料　お申込方法はHPをご覧ください。　https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/65112.html
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

011-204-5113

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア

頭と手の運動をやってみよう！パステル画、ガッシュ（不透明水彩）講習会
1月27日（木）

1000円
13:00～15:00

東札幌カルチャー教室

Pink45ks@gmail.com
白石区東札幌3条2丁目1番地東札幌ハイツ1F

ウコチャランケ－話し合い－ アイヌとしての思いを伝え、表現する　第4回多様な少数者の尊重を願う
1月28日（金）

オンライン共通：一般6000円　会員4800円　25歳以下2400円　単発：一般1500円/回　会員・オンライン1000円/回　25歳以下500円/回
19:00～21:00

さっぽろ自由学校「遊」 愛生舘ビル5F 501A（中央区南1条西5丁目8番地）
011-252-6752

あったかイベ ～冬～
1月30日（日）

無料
10:00～17:00

札幌サンプラザ　1Fふれあい広場

080-9653-2299
北区北24条西5丁目

プロから学ぶ！絵本読み聞かせのポイント　2日間
【日曜日コース】1月23日(日）2月6日（日）【火曜日コース】1月25日（火）2月8日（火）【木曜日コース】1月27日（木）2月10日（木）

1000円(2日目無料　但し2日間参加必須)　先着15名・中学生以上対象（子連れ参加不可）
14:00～15:30

fruhling-haru@nifty.com

札幌市民交流プラザ（中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内）

〈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〉コダーイ・メソッド体験セミナーVol.12
1月23日(日)

一般2000円　学生1500円
13:30～16:30

札幌市資料館　2階研修室

sapporomco@gmail.com ／ 011-313-3178
中央区大通西13丁目

予約
申込

渡辺淳一文学館　グランドピアノのサブスク2022
1月4日(火)～3月31日(木)　※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）

22000円／月　各月1日～月末日まで。利用案内の詳細はHPをご確認下さい。http://watanabe-museum.com/news/20201022/20201022.html
10:00～17:00　（毎日1回、1時間まで）

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

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

〈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

第26期特別記念展　西の鉄斎、東の晴湖展
2021年12月7日(火)～2022年3月31日(木)　休館日：月曜日

300円　大学生以下無料
10:00～17:00（入館は16:30まで）

011-552-2100
中央区北2条西2丁目 札幌2・2ビル2階
小原道城書道美術館

2021富士フィルム営業写真コンテスト入賞作品発表展
1月14日（金）～1月19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

Audio Photo Cinema「廃墟に乞う」
オンライン2021年12月28日(火)11:00～2022年1月28日(金)11:00まで
配信チケット：1900円

info@lib-posse.com

さっぽろ圏巡って買って応援キャンペーン
2021年11月22日(月)～2022年2月18日(金)

参加方法の詳細はHPをご確認くださいhttps://renkeichusu.startup-city-sapporo.com/
さっぽろ圏内の3市町村で購入したレシートを投稿すると、さっぽろ圏の特産品・ご当地グッズ詰め合わせ（5000円相当）を抽選で30名様にプレゼント！

対象エリア：さっぽろ連携中枢都市圏内の12市町村

011-210-5488

札幌市立大学・道総研　共同セミナー「知活ゼミナール2021」
2021年10月25日(月)～2022年1月31日(月)

無料
会期中YouTube配信

オンライン開催となります

011-592-2346

〈申込受付〉2022年度ほっくー基金　活動助成募集
【受付期間】2021年11月1日(月)～2022年1月31日(月)　当日消印有効

助成の詳細、応募方法等詳細はHPをご確認ください。http://www.heco-spc.or.jp/HoBiCC/hokku_josei/index.html
【対象分野】北海道における生物多様性保全を目的とする実践的な活動を対象とします。【対象活動期間】2022年4月1日(金)～2023年2月28日(火)

011-218-7811

もっと知りたい！ちゅうおう クイズラリー
2021年12月11日(土)～2022年3月21日(月・祝)※当日消印有効
無料　中央区内5つのスポットを巡り、クイズに挑戦しながら地域の魅力を再発見しよう！抽選で60名の方にすてきな賞品をプレゼント！
応募方法等詳しくはHPをご確認くださいhttps://www.city.sapporo.jp/chuo/machi/machizukuri/quizrally/event2021.html

札幌市中央区役所（中央区大通西2丁目9）

011-205-3221

リアル脱出ゲーム×約束のネバーランド「人喰いの森からの脱出」
1月14日(金)～2月27日(日)

料金など詳しくは公式HPをご確認下さい。https://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/neverland_2.html
月水木金 16:30/19:30　 土 10:00/13:00/16:30/19:30 　日祝 10:00/13:00/16:30  ※2月11日(金・祝)のみ19:30回あり

011-522-8777

予約
申込

『大学による盗骨』を読む　第4回
1月26日（水）　18:45～20:45

講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=810
参加費　4000円　25歳以下2000円　別途テキスト代1800円＋税　松島泰勝・木村朗（編著） 『大学による盗骨―研究利用され続ける琉球人・アイヌ遺骨』（耕文社、2019）

さっぽろ自由学校「遊」 愛生舘ビル5F 501A（中央区南1条西5丁目8番地）

011-252-6752

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

一緒にやってみよう！令和3年 後期 シニアライフのレクリエーション
1月23日(日）　2月6日（日）　3月6日（日）

300円　募集人数：20名　実地日の4日前まで募集。
13:30～15:30　動きやすい服装で汗拭きタイル、飲み物をご持参ください。

札幌市社会福祉総合センター　3F第3会議室

011-694-0726
中央区大通西19丁目1-1

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〕（中央区南1条西4丁目13日の出ビル 8F）



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。

札幌市からのお知らせ

３２

※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1月12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2022年1月12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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北斎、広重から夢二、そして…　日本の木版画
1月26日（水）～1月31日（月）

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

群青  GUNSEI  Vol.09　―2週間12部屋の展覧会― 
【前期】1月27日(木)～2月1日(火) 【後期】2月3日(木)～2月8日(火)

無料
10:00～19:00　各会期最終日は17:30まで

アートスペース201　5階6階

090-2873-2250
中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル

さっぽろ雪像彫刻展2022
1月28日（金）～1月30日（日）

※関連事業：雪像製作者によるアーティストトーク、オリジナル紙芝居実演　日時等詳細は公式HPをご覧ください。http://www.hongoshin-smos.jp/d_detail.php?no=143
10:00～18:00　ライトアップは16時頃から（記念館は17:00まで）

本郷新記念札幌彫刻美術館 本館 前庭（中央区宮の森4条12丁目）

011-642-5709

無料 ※美術館の展覧会を鑑賞する場合は観覧料が必要です。

はじめてのほんごうしん
1月28日（金）～5月31日（火）

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 ※カッコ内は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。
10:00～17:00（最終入館は16:30まで）休館日:毎週月曜日〔3月21日(月・祝)は開館し3月22日(火)休館〕

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）

011-642-5709

Piazzolla　100th ANNIVERSARY CONCERT　ーピアソラ生誕100周年を記念してー
オンライン配信期間　1月21日(金)19:00～1月31日(金)17:00まで
オンライン配信視聴料（1端末あたり）：1500円
※オンラインチケットの購入等、詳細についてはこちらをご覧ください。https://www.elm-t.co.jp/

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.８　ワルツ・プログラム
1月19日（水）

一般 2000円　学生 1000円
開演19:00　開場18:30

時計台ホール

090-3393-4245
中央区北1条西2丁目　札幌市時計台内　2階

2nd. CD発売記念「玉川健一郎コンサート」
1月20日（木）

前売4000円　当日4500円
開演19:00　開場18:30

ザ・ルーテルホール
中央区大通西6丁目3-1

jazztama2008@yahoo.co.jp

新進演奏家育成プロジェクトリサイタル・シリーズSAPPORO23　トリオ イリゼ・リサイタル
1月21日（金）

全席指定　2500円　※未就学児入場不可
開演19:00　開場18:00

札幌コンサートホールKitara　小ホール

03-3539-5131
中央区中島公園1-15

トリオフローレ～ヴァイオリン、クラリネット、ピアノで奏でる三重奏の調べ～
1月21日（金）

全席自由一般: 2000円　学生: 1000円（当日:2000円）　※チケットはございませんので、問合せ先のメールアドレスよりご予約をお願い致します。
開演19:00　開場18:30

時計台ホール

concert.yoyaku.cl@gmail.com

中央区北1条西2丁目　札幌市時計台内　2階

オルガンミュージアムへようこそ！
1月22日（土）

全席指定　大人500円　子ども（5歳～小学生）300円　定員：500名　4歳以下入場不可
開演14:00　開場13:00

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

フェリーチェ楽友会　20th Concert
1月22日（土）

1000円
開演18:30　開場18:00

札幌サンプラザコンサートホール

090-1389-4292
北区北24条西5丁目

＜Kitaraランチタイムコンサート＞金子 三勇士のきがるにクラシック
1月23日(日）

全席指定 一般2000円　U25 500円（U25は1996年以降にお生まれの方が対象）※未就学児入場不可 ※KitaraClub会員料金一般1500円  
開演13:00　開場12:30

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

札幌ユース吹奏楽団 第43回定期演奏会
1月23日(日）

1000円（当日座席指定とさせて頂きます。尚、席のご指定は出来ません） ※当日券販売未定。未就学児入場可(膝上鑑賞無料)
開演15:30　開場14:30

札幌市教育文化会館　大ホール

info@s-youth.main.jp

中央区北1条西13丁目

きのとやサロンコンサートvol.71～春の訪れ～フルートソロの楽しみ
1月26日（水）

3000円　焼き菓子付き　※必ず予約をお願い致します。
開演15:00　開場14:30

琴似会館

011-640-3330
西区琴似4条2丁目6-40

〈Kitaraアーティスト・サポートプログラムⅠ〉ショパン・トークリーディング劇コンサート
1月27日（木）

全席自由　一般2000円　学生1000円　Kitara Club会員 一般1500円 ※学生券は大学生以下の方が対象(学生証のご提示をお願いします） ※未就学児入場不可
開演19:00　開場18:30

札幌コンサートホールKitara　小ホール

070-1452-3933

中央区中島公園1-15

恋と音楽～うたとヴァイオリンとピアノで紡ぐ想い～
1月28日（金）

全席自由　一般2000円　学生1500円　定員になり次第受付終了
開演19:00　開場18:30

札幌市民交流プラザ1F　SCARTSコート

090-9081-5514
中央区北1条西1丁目　さっぽろ創成スクエア

第21回　春の音楽会「振替公演」
1月29日（土）

全席自由　前売・当日：500円　※公演当日【未就学児のための鑑賞会場】 活動室1・2　開場13:30　入場無料
開演14:00　開場13:30

北広島市芸術文化ホール　花ホール

011-372-7667

北広島市中央6丁目2-1

ほしのしほ バースデー企画 星たちの夜 2022
1月29日(土)  ツイキャスプレミア収録配信日：2月19日(土)19:00

 チケットご購入期限 2021年11月15日(月)～2022年2月19日(土)18:00まで  ※セットプランをお申し込みの場合、直接主催者宛てにご予約をご連絡ください。
全席自由　前売4000円　当日4500円　【ツイキャスプレミア 収録配信】配信のみ3000円　当日公演＋収録配信 6000円開演18:00 開場17:30

札幌市民交流プラザ 3階 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）

hoshino.shiho.0113@gmail.com

札幌交響楽団　第642回定期演奏会　
1月29日（土）　開演17:00　開場16:00

(SS)7000円　(S)6000円　(A)5000円　(B)4500円　(C)3500円　U25割(B、C)1500円(1996年以降生まれの方が対象です。) ※（未就学児入場不可）当日券2000円取扱あり
1月30日（日）　開演13:00　開場12:00

札幌コンサートホールKitara　大ホール

011-520-1771

中央区中島公園1-15

街なかコンサートin大通VOL.39
1月30日（日）

前売：2500円 　当日：3000円 　※定員50名
開演15:00　開場14:30

道新プラザDO-BOX

090-8633-5070
中央区大通西3丁目 北海道新聞社 1階

〈作品募集〉森のちゃれんが50周年フォトコンテスト
【募集期間】2021年11月10日（水）～2022年2月6日（日）　最終日WEB17:00　写真の持込16:00まで

無料　応募方法など詳しくはHPをご確認ください。https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/about/architecture/contest/

011-898-0456

北海道博物館（厚別区厚別町小野幌53-2）

〈募集〉あなたの”定山渓”を投稿しよう！「＃わたしの定山渓＿冬」　
2021年12月15日（水）～2022年2月28日（月）　

③Instagramでハッシュタグ「＃わたしの定山渓_冬」をつけて投稿！　
無料　【応募方法】①Instagramで＠jozankei.tripをフォロー　②2021年12月15日～2022年2月28日の期間内に定山渓で写真を撮る

011-598-2012

〈作品募集〉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」
【募集期間】2021年12月25日（土）～2022年2月13日（日）

無料　応募方法など詳しくはHPをご確認ください。https://park1964.com/topics/photo-contest2021/

札幌パークホテル

011-511-3143

中央区南10条西3丁目1-1

〈申込受付〉〈作品募集〉チカホで一文字展
【申込期間】1月10日(月)～1月31日(月)【作品締切】2月15日(火)まで【展示期間】3月25日(金)13:00～3月27日(日)18:00

出品料:15歳以下1500円　16歳以上2500円 ※予定数約300点に達し次第、締切ります。10名以上は団体出品扱いになります。
札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北1条イベントスペース（東）〔中央区北1条西3丁目〕

090-2811-3972

糸田ともよ展『雪の日』
1月17日（月）～2月22日（火） 定休日：毎週水曜日 、2月15日(火)は臨時休業

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。
【月～土】（12:30～22:00）【日・祝】（12:30～21:00）　LO. / フード 20:00（日祝19:00）・ドリンク 21:00（日祝 20:00）

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

板東寛之写真展「塔に魅せられて」
1月17日（月）～1月23日（日）

無料
10:00～18:00　（最終日は17:00まで）

らいらっく・ぎゃらりい

011-233-1029
中央区大通西4丁目1番地　北海道銀行本店ビル1F

冬展2022北海学園大学1部写真部
1月18日（火）～1月23日（日）

無料
11:00～16:00

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

スマホというカメラの写真展～1inch センサースマホカメラの可能性～
1月21日（金）～1月26日（水）

無料
10:00～18:00　（最終入館は17:50まで）

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　富士フィルム札幌ビル1階

企画展 土肥美帆写真展 北に生きる猫
1月22日（土）～5月8日（日）※休館日：毎週月曜日(3月21日を除く）、2月15日、2月24日、3月22日～23日、5月2日、5月6日

一般500(400)円、高校生・小樽市内高齢者250(200)円、障がい者・中学生以下無料 ※カッコ内は20名以上の団体料金 
9:30～17:00　（最終入館は16：30まで）

0134-34-0035

市立小樽美術館（小樽市色内1丁目9-5）

地域協働展示事業　かでる展示フェスティバル2022「千歳の街・心風景～千歳写友会写真展～」
1月25日（火）～1月31日（月）

無料
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　1F展示ホール

011-522-5167
中央区北2条西7丁目

短編小説朗読会
1月30日（日）　

短編小説朗読会は参加無料ですが豊平館入館時に文化財見学料300円のご負担をお願い致します。
開演13:30　開場13:00

札幌市豊平館

090-2873-4018

中央区中島公園1-20

〈申込受付〉第23回　大人のための朗読会
【申込受付】1月11日（火）8:45～　先着順（定員100名）

無料
【開催日】2月2日（水）13:30～15:00

札幌市社会福祉総合センター4階 大研修室

011-614-2001
中央区大通西19丁目1-1

朗読会　はまなす　VOl.4
1月17日（月）

1000円　収容人数30名　※館内は車椅子対応をしております。ご予約のさいにお申し出ください。
開演13:00　開場12:30

札幌市民交流プラザ　4階 402室

090-6268-2448

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

アップダウン二人芝居 音楽劇「カイ」
1月22日（土）

全席指定　4500円 ※未就学児入場不可
開演17:30　開場16:30

道新ホール

090-2072-9974
中央区大通西3丁目道新ビル大通館8階

Creative Opera Mix Vol.3 MASTER PIECES
1月23日(日）

全席指定　【前売】　一般2500円　見切れ席1500円　U25 1000円 　【当日】　一般3000円　見切れ席2000円　U25 1500円
開演15:00　開場14:00

札幌文化芸術劇場 hitaru

011-271-1950

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

さっぽろ市民寄席 平成開進亭「兼好・枝光二人会」
1月25日（火）

全席自由　前売2000円　当日2500円
開演18:40　開場18:15

ザ・ルーテルホール

080-7000-6403
中央区大通西6丁目3-1

こしらのつどい
1月26日（水）

2500円
開演19:00　開場18:00

サンピアザ劇場

usiwajamaru@gmail.com
厚別区厚別中央2条5丁目7-5

第17回さつらく寄席
1月29日（土）

500円　定員50名
開演13:30　開場13:00

UHB北海道文化放送　1階 N1厨房 仲間達

090-7583-9282
中央区北1条西14丁目1-5

雪灯路〔ゆきとうろ〕 2022
1月29日（土）～2月5日（土）

無料
18:00～21:00

定山渓神社

011-598-2012
南区定山渓温泉東３丁目

〈申込受付〉メンタルコンディショニングセミナーin札幌　創造の原理 ～思い 言葉 行動が未来を創る～
【受付期間】2021年12月1日（水）～2022年2月5日（土）

大人 3000円　中学生・高校生 1500円
【開催日】2月5日（土）　開演14:00　開場13:30

ちえりあ　札幌市生涯学習総合センター6階　講堂

090-6999-5345
西区宮の沢1条1丁目1-10

映画「めぐみ」上映会
1月25日（火）　申込締切1月19日（水）

無料　お申込方法はHPをご覧ください。　https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/65112.html
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

011-204-5113

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア

頭と手の運動をやってみよう！パステル画、ガッシュ（不透明水彩）講習会
1月27日（木）

1000円
13:00～15:00

東札幌カルチャー教室

Pink45ks@gmail.com
白石区東札幌3条2丁目1番地東札幌ハイツ1F

ウコチャランケ－話し合い－ アイヌとしての思いを伝え、表現する　第4回多様な少数者の尊重を願う
1月28日（金）

オンライン共通：一般6000円　会員4800円　25歳以下2400円　単発：一般1500円/回　会員・オンライン1000円/回　25歳以下500円/回
19:00～21:00

さっぽろ自由学校「遊」 愛生舘ビル5F 501A（中央区南1条西5丁目8番地）
011-252-6752

あったかイベ ～冬～
1月30日（日）

無料
10:00～17:00

札幌サンプラザ　1Fふれあい広場

080-9653-2299
北区北24条西5丁目

プロから学ぶ！絵本読み聞かせのポイント　2日間
【日曜日コース】1月23日(日）2月6日（日）【火曜日コース】1月25日（火）2月8日（火）【木曜日コース】1月27日（木）2月10日（木）

1000円(2日目無料　但し2日間参加必須)　先着15名・中学生以上対象（子連れ参加不可）
14:00～15:30

fruhling-haru@nifty.com

札幌市民交流プラザ（中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内）

〈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〉コダーイ・メソッド体験セミナーVol.12
1月23日(日)

一般2000円　学生1500円
13:30～16:30

札幌市資料館　2階研修室

sapporomco@gmail.com ／ 011-313-3178
中央区大通西13丁目

予約
申込

渡辺淳一文学館　グランドピアノのサブスク2022
1月4日(火)～3月31日(木)　※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）

22000円／月　各月1日～月末日まで。利用案内の詳細はHPをご確認下さい。http://watanabe-museum.com/news/20201022/20201022.html
10:00～17:00　（毎日1回、1時間まで）

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

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

〈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

第26期特別記念展　西の鉄斎、東の晴湖展
2021年12月7日(火)～2022年3月31日(木)　休館日：月曜日

300円　大学生以下無料
10:00～17:00（入館は16:30まで）

011-552-2100
中央区北2条西2丁目 札幌2・2ビル2階
小原道城書道美術館

2021富士フィルム営業写真コンテスト入賞作品発表展
1月14日（金）～1月19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

Audio Photo Cinema「廃墟に乞う」
オンライン2021年12月28日(火)11:00～2022年1月28日(金)11:00まで
配信チケット：1900円

info@lib-posse.com

さっぽろ圏巡って買って応援キャンペーン
2021年11月22日(月)～2022年2月18日(金)

参加方法の詳細はHPをご確認くださいhttps://renkeichusu.startup-city-sapporo.com/
さっぽろ圏内の3市町村で購入したレシートを投稿すると、さっぽろ圏の特産品・ご当地グッズ詰め合わせ（5000円相当）を抽選で30名様にプレゼント！

対象エリア：さっぽろ連携中枢都市圏内の12市町村

011-210-5488

札幌市立大学・道総研　共同セミナー「知活ゼミナール2021」
2021年10月25日(月)～2022年1月31日(月)

無料
会期中YouTube配信

オンライン開催となります

011-592-2346

〈申込受付〉2022年度ほっくー基金　活動助成募集
【受付期間】2021年11月1日(月)～2022年1月31日(月)　当日消印有効

助成の詳細、応募方法等詳細はHPをご確認ください。http://www.heco-spc.or.jp/HoBiCC/hokku_josei/index.html
【対象分野】北海道における生物多様性保全を目的とする実践的な活動を対象とします。【対象活動期間】2022年4月1日(金)～2023年2月28日(火)

011-218-7811

もっと知りたい！ちゅうおう クイズラリー
2021年12月11日(土)～2022年3月21日(月・祝)※当日消印有効
無料　中央区内5つのスポットを巡り、クイズに挑戦しながら地域の魅力を再発見しよう！抽選で60名の方にすてきな賞品をプレゼント！
応募方法等詳しくはHPをご確認くださいhttps://www.city.sapporo.jp/chuo/machi/machizukuri/quizrally/event2021.html

札幌市中央区役所（中央区大通西2丁目9）

011-205-3221

リアル脱出ゲーム×約束のネバーランド「人喰いの森からの脱出」
1月14日(金)～2月27日(日)

料金など詳しくは公式HPをご確認下さい。https://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/neverland_2.html
月水木金 16:30/19:30　 土 10:00/13:00/16:30/19:30 　日祝 10:00/13:00/16:30  ※2月11日(金・祝)のみ19:30回あり

011-522-8777

予約
申込

『大学による盗骨』を読む　第4回
1月26日（水）　18:45～20:45

講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=810
参加費　4000円　25歳以下2000円　別途テキスト代1800円＋税　松島泰勝・木村朗（編著） 『大学による盗骨―研究利用され続ける琉球人・アイヌ遺骨』（耕文社、2019）

さっぽろ自由学校「遊」 愛生舘ビル5F 501A（中央区南1条西5丁目8番地）

011-252-6752

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

一緒にやってみよう！令和3年 後期 シニアライフのレクリエーション
1月23日(日）　2月6日（日）　3月6日（日）

300円　募集人数：20名　実地日の4日前まで募集。
13:30～15:30　動きやすい服装で汗拭きタイル、飲み物をご持参ください。

札幌市社会福祉総合センター　3F第3会議室

011-694-0726
中央区大通西19丁目1-1

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〕（中央区南1条西4丁目13日の出ビル 8F）
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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〉

すずきまいこ個展「となりのくまたち」
2021年12月23日(木)～2022年2月28日(月)※休館日：土・日・祝日

無料
9:00～17:00

北海道文化財団 アートスペース

011-272-0501
中央区大通西5丁目11 大五ビルヂング 3F

現在を見つめる眼～Vol.16 全国にはばたく北海道の高校生たち
【前期】1月4日(火)～2月16日(水)【後期】2月17日(木)～4月1日(金) 休館日：土・日・祝日

無料
9:00～15:00（銀行営業時間内）

011-233-1029
北海道銀行 本店営業部1階ロビー（中央区大通西4丁目1番地）

〈申込受付〉〈募集要項〉新さっぽろ冬まつり2022「ぬりえ・えにっきコンテスト」
【コンテスト開催募集期間】1月17日(月)～2月15日(火)※郵送の場合は当日消印有効

無料　応募要項など詳しくは公式HPをご確認下さい。https://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/machi/matsuri/index.html
【会場開催】2月11日(金・祝)～2月12日(土) 16:00～20:00

011-895-2442

ふれあい広場あつべつ、科学館公演（厚別区厚別中央1条5丁目）

Seed Stories　2021-2022
1月18日(火)～1月30日(日)　※会期中無休

無料※カフェのためワンオーダーお願いします
10:30～20:00（ラストオーダー19:30)

TO OV cafe（ト・オン・カフェ）

011-299-6380
中央区南9条西3丁目2-1マジソンハイツ1F

李王×アベメグム　二人展　「自遊」-JIYU-
1月19日（水）～1月24日（月）

無料
11:00～18:00（初日は13:00から　最終日は17:00まで）

ビストロカフェ+ギャラリー オマージュ

s20a137@gmail.com
中央区南1条西5丁目プレジデント松井ビル100　1F

アジアの中の日本
1月20日(木)～3月6日(日) ※休館日：会期中の月曜・火曜・水曜日

一般（小学生含む）700円　 障害者手帳保有者（介護者1名も同料金）500円　小学生未満無料
10:00～17:00　（最終入場は16:30まで）

HOKUBU記念絵画館　1・2階展示室

011-822-0306

豊平区旭町1丁目1-36

サッポロ　モノ　ヴィレッジ
1月22日(土)～1月23日(日)

前売券600円　当日券700円　時間指定券：前売券500円　当日券600円 ※時間指定券は13:00以降入場可能なチケットです。 ※小学生以下は入場料無料
10:00～16:00

札幌ドーム

011-852-2200

豊平区羊ケ丘1

特別展「よみがえれ！とこしえの加清純子」再び
1月22日(土)～3月21日(月・祝) ※休館日:毎週月曜日（祝日等の場合は開館し、翌日休館）

一般700(560)円、65歳以上・高大生450(360)円、小中生300(240)円 ※カッコ内は前売及び10名以上の団体料金
9:30～17:00（最終入場は16:30まで）関連イベントあり、詳しくは公式HPをご確認下さい。http://www.h-bungaku.or.jp/

北海道立文学館　特別展示室（中央区中島公園1-4）

011-511-7655

きみのみかた　みんなのみかた
1月22日(土)～3月13日(日)　※休館日:毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は開館し、翌火曜日またはその翌日休館）

一般800(640)円　高校・大学生400(320)円　小・中学生200(160)円 ※カッコ内は前売、及び20名以上の団体料金
9:45～17:00（最終入場は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）

ひこばえ[蘗]展
1月24日（月）～1月30日（日）

無料
10:00～18:00（初日は13:00から 最終日は17:00まで）

らいらっく・ぎゃらりい

011-882-1411
中央区大通西4丁目1番地 北海道銀行本店ビル1F

「ヌプサムメム」高臣大介ガラス展
【前期】1月25日(火)～1月30日(日)器展　【後期】2月1日(火)～2月6日(日)インスタレーション　※1月31日(月)休館

無料
12:00～19:00

0142-75-3262
TEMPORARY SPACE（北区16条西5丁目1-8）

北海道の福祉とアートVol. 6　ゆく年くる年　菊地政司と剣渕西原学園
2021年12月15日(水)～2022年1月21日(金)　※休館日：土・日・祝日

無料
10:00～18:00　※最終日は16:30まで NAKAHARA DENKI Free Information Gallery

011-261-6511

中央区北2条西2丁目29-1札幌ウイングビル1F

〈作品募集〉Bunkazai Design Contest 2021
2021年12月17日（金）～2022年2月15日（火）17:00必着

無料 応募方法等詳細はHPをご確認ください（https://www.koubo.co.jp/contest/design/package/119659.html）
※応募先　NPO法人北海道遺産協議会（中央区大通東2丁目3-1　第36桂和ビル7F）

info@hokkaidoisan.org

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（教室）：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、オンライン聴講コース定員無し （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

〈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）
【施設展示】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）予定

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

Asumi Asama 浅間あす未　solo　Exhibition
2021年11月17日(水)～2022年1月17日(月)

無料
8:00～20:00　ラストオーダー19:30

asumi.tsuru@gmail.com
中央区大通西18丁目1
POP / iN

魅惑のヴェネツィアガラス展　ー受け継がれる伝統技法と美ー
2021年10月26日(火)～2022年1月24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歳以上の方は350円
10:00～17:00（最終入場は16:30まで）※最終日は16:00閉館（最終入場は15:30まで）

北一ヴェネツィア美術館（小樽市堺町5-27）

0134-33-1717

富野由悠季の世界　～ガンダム、イデオン、そして今
2021年11月17日(水)～2022年1月23日(日)　休館日：毎週月曜日

一般1500円、高大生1000円、小中学生700円 ※未就学児は無料（要保護者同伴）※障がい者手帳をお持ちの方等は無料（介助の方は1名無料）
9:30～17:00（最終入場は16:30まで）

011-232-1373

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

【近美コレクション】コレクション・ストーリーズ　ヨーロッパの版画
2021年11月17日(水)～2022年4月3日(日) 休館日：月曜日

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。詳細はHPをご確認ください。https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/knb/exhibition/program/24
9:30～17:00（入場は16:30まで）

011-644-6881

中央区北1条西17丁目
北海道立近代美術館 展示室A

高嶺格「歓迎されざる者～北海道バージョン」記録映像　期間限定公開
配信期間：2021年11月26日(金)10:00～2022年1月31日(月)17:00まで

無料　詳細はHPをご確認ください。https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=2118
10:00～16:00

011-271-1955

オンライン開催

ディズニー キャッツ＆ドッグス展
1月2日（日）～1月23日（日）

【当日券】 一般1000円、高校・中学生800円　※小学生以下無料（お子さまの安全の為、小学生以下の方は保護者のご同伴でご入場ください）
10:00～19:00　※入場は終了の30分前まで ※最終日は17:00終了

札幌三越　本館10階 催事場（中央区南1条西3丁目8）
障がい者手帳（ご本人様1名＋ご同伴1名様に限り入場無料）をお持ちのお客様は入場無料となります。

011-271-3311

第10回 新春日本画展 2022
1月12日(水)～1月17日(月)

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】AM10:00～22:00　【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

仲浩克油彩画展
1月4日(火)～1月31日(月)　休館日：土・日・祝日

無料
9:00～12:30　13:30～15:00

北陸銀行 西岡支店

011-853-9161
豊平区西岡3条5丁目5-8

名画の小部屋　版画　あ・ら・かると
1月4日(火)～1月31日(月)　休館日: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

2022卍干支展　「寅・tiger・虎」　
1月5日(水)～1月29日(土)　定休日：毎週日曜、月曜日

BARのため飲食のご注文をお願い致します。　
20:00～25:00

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

三岸が愛した札幌　
2021年12月17日(金)～2022年4月10日(日)　休館日：毎週月曜日(3月21日をのぞく)、月曜が祝日の場合は翌火曜(3月22日)、展示替等休館(2月15日～2月18日、3月31日～4月3日)

一般510(420)円、高大生250(170)円 ※（ ）内は10名以上の団体料金※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。※高校生は土曜日並びに学校教育での利用は無料。
9:30～17:00　入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館　展示室1～3（中央区北2条西15丁目）

mima-no-me #みまのめ〈VOL.7〉
2021年12月17日(金)～2022年3月30日(水)　休館日：毎週月曜日(3月21日をのぞく)、 2月15日(火)～18日(金)、3月22日(火)

一般510(420)円、高大生250(170)円　※（ ）内は10名以上の団体料金 ※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。 ※高校生は土曜日並びに学校の活動での利用は無料。
9:30～17:00　入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館 アートギャラリー北海道 2F展示室（中央区北2条西15丁目）

AKARI：無重力のパラレル
1月8日(土)～3月6日(日)　※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）

無料
9:00～17:00

011-790-1231
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）

田村由美子のうつわ展
1月13日(木)～1月17日(月)

無料
10:00～18:00（作家在廊17:00まで）

011-552-7474
中央区南12条22丁目1-1 コバヤシビル1F
陶遊

土田倫子 作品展「積もる雪は自然世界の毛布」
1月15日(土)～1月30日(日)　※休館日：毎週火曜日

無料
11:00～18:00（最終日は17:00まで）

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ
GALLERY創

予約
申込


