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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。

2023. 3.19 mon sun

※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2023年3月1日時点の情報を元に作成しております。

各日10時30分競技開始
無料 03-6229-5429

白旗山競技場（清田区真栄502-1）

パラノルディックスキーアジアカップ
3月18日(土)5kmクラシカル　3月19日(日)スプリント1kmクラシカル　3月21日(火･祝)10kmフリー

16:00～21:00 
無料

石山地区国道230号、平岸通沿い

011-591-8734

石山スノーファンタジー
12月5日(月)～2023年3月31日(金)

9:00～16:00

滝野スノーワールド
12月23日(金)～2023年3月31日(金)

入場無料　レンタル用具実費

国営滝野すずらん丘陵公園　滝野スノーワールド

011-592-3333
南区滝野247

定休日：毎週月曜日

冬の生活体験
1月7日(土)～3月19日(日)　

入場料・イベント内容等詳しくはHPをご確認ください。https://www.kaitaku.or.jp/

野外博物館 北海道開拓の村
011-898-2692

厚別区厚別町小野幌50-1

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

ワカサギ釣り・いちご狩り 日帰りツアー（札幌発）
1月19日(木)～3月15日(水)

https://www.klook.com/ja/activity/80386-smelt-fishing-winter-strawberry-picking-hokkaido/

予約
申込

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

日帰り雪遊びツアー（札幌発 / 釜飯夕食付き）
1月19日(木)～5月13日(土)

https://www.klook.com/ja/activity/80473-hokkaido-snowplaying-trip/

予約
申込

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

小樽 ファットバイク・小樽運河クルーズ 日帰りツアー（札幌発）
1月19日(木)～3月15日(水) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/80451-fat-bike-ride-otaru-canal-cruise-experience-otaru-otaru-canal/

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

ナイトハイク・夜景観賞 半日ツアー（札幌）
1月19日(木)～3月31日(金) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/80525-night-hike-night-view-sapporo-trip/

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

札幌市内・滝野すずらん丘陵公園・札幌国際スキー場 日帰りツアー
1月24日(火)～3月19日(日)

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

二条市場・狸小路商店街 日帰りツアー（札幌）
1月26日(木)～3月31日(金) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/80884-nijo-market-tanukikoji-street-join-guided-tour/

予約
申込

https://www.klook.com/ja/activity/81692-sapporo-city-takino-suzuran-hillside-park-sapporo-kokusai-ski-resort-private-day-guided-tour/

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

プライベートスキーレッスン体験（札幌）
1月24日(火)～4月30日(日) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/81509-1-day-private-skiing-sapporo/

詳しくはHPをご確認ください。https://teikan.chuo-bus.co.jp//course/14113

0570-200-60010月20日(木)～2023年3月31日(金) 予約
申込

0570-200-60010月20日(木)～2023年3月31日(金) 予約
申込

北海道 定期観光バス 冬期コース A 冬の旭山動物園日帰りコース
11月11日(金)～2023年3月31日(金)　運休日 3月9日(木)・3月12日(日) 予約

申込

北海道 定期観光バス 冬期コース C 【さっぽろ午前観光】 白い恋人パーク大倉山ジャンプ場＆場外市場コース

詳しくはHPをご確認ください。https://teikan.chuo-bus.co.jp//course/14119

北海道 定期観光バス 冬期コース D 【さっぽろ午後観光】大倉山ジャンプ場＆羊ヶ丘展望台コース

詳しくはHPをご確認ください。https://teikan.chuo-bus.co.jp//course/618

0570-200-600

大人5700円 小人2400円(旭山動物園入園料含む)　※旭山動物園入園料なし大人4900円

大人2500円 小人1250円　

大人2800円 小人1400円(羊ヶ丘展望台入園料含む) 

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。
1月14日(土)～3月15日(水)

https://www.klook.com/ja/activity/79838-wildanimalwatchingwithramenlunch-sapporo/

予約
申込

スノーシュー・自然観察ツアー（札幌発）

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

スノーシューハイク・バードウォッチング体験（札幌）
1月26日(木)～3月31日(金) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/80589-bird-watch-nature-cafe-nature-guide-bird-watching-sapporo/

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

札幌市内・モエレ沼公園・北海道神宮・藻岩山展望台 日帰りツアー
1月26日(木)～3月31日(金) 予約

申込

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

札幌式 居酒屋めぐり体験
1月26日(木)～3月31日(金) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/80870-sapporo-style-bar-hopping-tasting-sapporo/

https://www.klook.com/ja/preview/activity/82061/?lang=en_US

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

定山渓 雪見ラフティング体験
1月26日(木)～3月31日(金) 予約

申込
https://www.klook.com/ja/activity/81114-2-hour-join-snow-viewing-rafting-jozankei/

ツアーの内容・料金等詳しくはHPをご確認ください。

豊平峡温泉 日帰りツアー（札幌 / ジンギスカンランチ付き）
1月28日(土)～3月19日(日)

https://www.klook.com/ja/preview/activity/82134/?lang=en_US

予約
申込

北海道 定期観光バス 冬期コース B 冬の支笏湖・洞爺湖周遊コース
1月28日(土)～3月31日(金)　運休日 3月8日(水)・11日(土)・12日(日)・14日(火)・17日(金)・20日(月) 予約

申込
詳しくはHPをご確認ください。https://teikan.chuo-bus.co.jp//course/6505
大人8000円 小人5100円 (昼食・有珠山ロープウェイ乗車料金含む)

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　
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) 期間中の土曜・日曜・祝日のみ開催

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

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：毎週月曜日

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

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

9:00～17:30（最終日は16:00まで、最終入場は閉館30分前）
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 －

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、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、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）

12:00～18:00

びょういんあーとぷろじぇくと 19-23展 (第17回) vol.5『ゆきとけ うたうたう 庭』展
1月23日(月)～3月31日(金)

無料

札幌ライラック病院1F　待合室、通路など

hpj2023@hinoma.com
豊平区豊平6条8丁目2-18

9:45～17:00（入館は閉館30分前まで）

札幌美術展　昨日の名残　明日の気配
1月28日(土)～3月12日(日)　休館日：毎週月曜日

一般900(720)円 高大生500(400)円 小中学生300(240)円 ※()内は20名以上の団体料金 ※65歳以上の方は年齢のわかるものをご提示で720(団体580)円

札幌芸術の森美術館
011-591-0090

南区芸術の森2丁目75

0570-200-600

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

011-281-6400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

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)
11月22日(火)～2023年3月14日(火) 南一条通会場(中央区南1条西1丁目~3丁目)

札幌駅南口駅前広場会場(中央区北5条西3丁目)
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新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。

※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。　※ご覧の情報は2023年3月1日時点の情報を元に作成しております。

10:00～22:00（初日は14:00～、毎週日曜日は20:00まで）

濱里楓 個展 - HIDEAWAY -
3月1日(水)～4月30日(日)　定休日：毎週月曜日

無料　 080-1875-6817
中央区南1条西24丁目1-11LEADビル1F
GENT'S CODE

無料 申込はメールのみ　
詳しくはHPをご確認ください。http://www.jr-tower.com/topics_detail/4835

【問合先】JRタワー･アートプラネッツ･ラスト展事務局（札幌駅総合開発(株) 広報文化部）
ap@jr-tower.com

【作品募集】JRタワー・アートプラネッツ・ラスト展
【作品募集期間】2月6日(月)～3月31日(金)24:00必着

12:30～21:00 ※時短営業中［フードLO.19:00・ドリンクLO.20:00］
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。

011-615-2334

CAFE ESQUISSE（中央区北1条西23丁目1-1 メゾンドブーケ円山1F）

小川 豊 作品展　心 -COCORO- Yutaka Ogawa Exhibition
2月23日(木・祝)～3月20日(月)　定休日：毎週水曜日　※3月7日(火)・3月21日(火・祝)は臨時休業

10:00～18:00
無料

悠遊舎ぎゃらりぃ SAPPORO

011-839-2277
白石区本郷通11丁目北1-1サンフラワーズ本郷A 1F

ランプワークの二人展　2023春
2月25日(土)～3月12日(日)　休館日：毎週木曜・金曜日

【開催日】3月11日(土)開演10:30開場10:00

彫美連続講座「日本の野外彫刻史と山内壮夫」
【申込開始】2月10日(金)　※オンライン聴講は3月10日(金)12:00締切 予約

申込
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

011-642-5709

500円　定員 会場聴講60人（電話申込のみ）・オンライン聴講60人　詳しくはHPをご確認ください。https://chobi20230311.peatix.com/

展示室A1F 11:30～、13:00～ 展示室A2F 14:00～(各回約30分)
無料(要観覧券)　定員 各回10名程度　講師 北海道立近代美術館ボランティア

北海道立近代美術館　展示室A
011-644-6882

中央区北1条西17丁目

【近美コレクション】シャガール・イン・プリント　関連事業　ギャラリー・ツアー　　
2月11日(土・祝)～4月9日(日)　会期中の火曜～土曜日（祝日は除く）

一般・大学生1600(1400)円 中高生1100(900)円 小学生800(600)円 3歳～小学生未満400(300)円、2歳以下無料  ※()内は10名以上の団体･リピーター割引料金 ※小学生以下の
お客様は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。 ※65歳以上の方は1400円（年齢のわかるものをご提示ください。） ※障がい者手帳などをご提示の方とその介護者（1名）は無料 

011-272-8658【特別展】サンリオ展
2月11日(土・祝)～4月2日(日) 休館日：月曜日　9:30～17:00（最終入場は16:30まで）　北海道立近代美術館　展示室B（中央区北1条西17丁目）

一般 510(420)円、高大生 250(170)円  三岸好太郎美術館との共通券 一般 830(670)円、高大生 410(270)円  ※（）内は、10名以上の団体料金
※無料になる方／65歳以上、中学生以下、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（ミライロID利用可）及びその介護者(１名)など

011-644-6882【近美コレクション】シャガール・イン・プリント
2月11日(土・祝)～4月9日(日) 休館日：月曜日　9:30～17:00（最終入場は16:30まで）　北海道立近代美術館　展示室A1F（中央区北1条西17丁目）

一般 510(420)円、高大生 250(170)円  三岸好太郎美術館との共通券 一般 830(670)円、高大生 410(270)円  ※（）内は、10名以上の団体料金
※無料になる方／65歳以上、中学生以下、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（ミライロID利用可）及びその介護者(１名)など

011-644-6882【近美コレクション】戦時下の北海道美術　─画家たちは戦地で何を見たのか─

一般 510(420)円、高大生 250(170)円  三岸好太郎美術館との共通券 一般 830(670)円、高大生 410(270)円  ※（）内は、10名以上の団体料金
※無料になる方／65歳以上、中学生以下、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（ミライロID利用可）及びその介護者(１名)など

011-644-6882【近美コレクション】この一点を見てほしい。　
2月11日(土・祝)～4月9日(日) 休館日：月曜日　9:30～17:00（最終入場は16:30まで）　北海道立近代美術館　展示室A1F（中央区北1条西17丁目）

2月11日(土・祝)～4月9日(日) 休館日：月曜日　9:30～17:00（最終入場は16:30まで）　北海道立近代美術館　展示室A2F（中央区北1条西17丁目）

20:00～25:00
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丁目ニュー桂和ビル8F

青舎又猫個展　くれなゐ・のすたるじぃ
2月16日(木)～3月11日(土)　定休日：毎週日曜・月曜日

011-839-0461

10:00～18:30
無料　※作家在廊日（3月12日、19日、26日15：00～18：00）には似顔絵イベントも開催

FIKA CAFÉ Lagom
julianiinaiina@gmail.com

中央区南4条東1丁目フェアフィールド・バイ・マリオット札幌1F

うたかたアパートメント 池田蔵人 個展
2月16日(木)～3月26日(日)

9:00～15:00　定休日：土曜・日曜・祝日

現在(いま)を見つめる眼～Vol.17 全国にはばたく北海道の高校生たち
2月16日(木)～3月31日(金)

無料

北海道銀行本店営業部ロビー

011-233-1029
中央区大通西4丁目1道銀ビル1F

【開催日】3月27日(月)開演18:30 開場18:00　

MAYA MAXX トークイベント
【受付期間】2月11日(土・祝)～3月27日(月)

一般 1500円 ACF会員・学生・V-net会員 1000円　詳しくはHPをご確認ください。http://www.sapporoacf.org/?p=161

090-3110-6575

中央区北1条西1丁目
カナモトホール(札幌市民ホール)2F　会議室1･2

10:00～19:00（最終日は17:00まで）

北都館 絵を楽しむ小部屋《絵楽屋》人気画家のつながり!!☆八木伸子と仲間たち☆
3月1日(水)～3月16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
西区琴似1条3丁目1-14
カフェ北都館ギャラリー

10:00～19:00

坂本直行展
3月1日(水)～3月12日(日)　定休日：毎週月曜日

無料 011-221-5038
中央区南3条西2丁目KT3条ビル2F
HOKKAIDO ART GALLERY

10:00～19:00（最終日は17:00まで）

小さな動物園2023 ～近藤佳代子 作品展～
3月1日(水)～3月6日(月)　定休日：毎週火曜日

無料※カフェのためワンオーダーお願いします 011-643-5051
西区琴似1条3丁目1-14
カフェ北都館ギャラリー

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

アートで考える SDGs　 from Art Team NAL （No border Artists Line)
2月28日(火)～3月10日(金)　休館日：毎週土曜・日曜日

無料 011-261-6511

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

7:00～21:00

道銀文化財団アーティストファイル  佐藤あゆみ個展「ここにいるよ」
2月26日(日)～3月11日(土)

無料 011-233-1029
中央区北4条西3丁目1
北海道銀行札幌駅前支店　道銀ミニ・ギャラリー1F ATMコーナー

10:00～18:00（最終日は16:00まで）
無料

北翔大学札幌円山キャンパス ギャラリー

info@kintart.com
中央区南1条西22丁目1-1

Work in Progress 10 2023
3月4日(土)～3月21日(火・祝)

無料　

北海道立道民活動センター  かでる2･7　1F展示ホール

011-861-6210
中央区北2条西7丁目

3月9日(木)13:00～17:00 10日(金)9:00～17:00 11日(土)9:00～16:00

11:00～17:00
無料

クスクスオーブンプラスホッパーズ　

011-614-2753
中央区南3条西26丁目2-23もみの木SO　1F

第20回手づくりカエル展
3月4日(土)～3月25日(土)　定休日：毎週日曜・月曜日

11:00～18:00（最終日は17:00まで）
無料

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

011-206-7338
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

菱野史彦・亮子2人展　菱野工房展
3月7日(火)～3月12日(日)

9:00～19:00（最終日は16:00まで）
無料

札幌市資料館　ギャラリー5・6

primordial.d.lab@gmail.com
中央区大通西13丁目

原初展 vol.03 それ、いい根！
3月7日(火)～3月12日(日)

11:00～17:00
無料

origami

inokomono@mail.zaq.jp
中央区南2条西25丁目1-21

カエルの部屋
3月7日(火)･3月8日(水)・3月21日(火･祝)・3月22日(水)

10:00～19:00（最終日は17:00まで）
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

011-643-5051
西区琴似1条3丁目1-14

風景・静物 ～糸塚章子 水彩画展～
3月8日(水)～3月13日(月)　定休日：毎週火曜日

11:00～18:00
無料　特別イベント・コンサート(有料)等多数あり、詳しくはHPをご確認ください。https://www.snow-hokkaido.com/

法邑gallery
080-6078-2266

東区本町1条1丁目8-27

「光を集めて」竹あかり個展
3月8日(木)～3月19日(日)　定休日：毎週火曜日

12:00～17:00（最終日は15:00まで)
無料 北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

北川智浩 展

開演18:30　開場18:00
無料　定員40人(先着順)　予約推奨

札幌エルプラザ4F　大研修室 

011-384-5984
北区北8条西3丁目28

ポーランド名作映画ビデオ鑑賞&交流会2023　『イマジン Imagine』
3月13日(月)

7:00～21:00
無料

北海道銀行札幌駅前支店　道銀ミニ・ギャラリー1F ATMコーナー

011-233-1029
中央区北4条西3丁目1

道銀文化財団アーティストファイル  吉成翔子個展「今日もとことこ」
3月13日(月)～3月29日(水)

10:00～18:00（最終日は16:00まで）
無料

ギャラリー大通美術館

090-2696-3194
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

ヒサモリ絵画教室presents 第1回 お絵描きは楽し！
3月14日(火)～3月19日(日)

11:00～19:00（最終日は17:00まで）
無料

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

011-206-7338
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

守分美佳 展
3月14日(火)～3月19日(日)

10:00～18:00（最終日は16:00まで）
無料

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

北海道の福祉とアートVol. 11　「カクカクシカジカ ―みんなのカタチ― 展」
3月14日(火)～3月31日(金)　休館日： 土曜・日曜・祝日

090-2072-6267

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）ミニギャラリー
3月10日(金)～4月23日(日)　作家在廊日 3月10日(金)・11日(土)・4月22日(土)・23日(日) ※作家在廊日以外の土・日・祝・月は休廊致します。

10:00～19:00（初日は11:00から）
無料　詳しくはHPをご確認ください。https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/ohanashi/index.html

札幌駅前通地下広場（チ・カ・ホ）北1条イベントスペース（東）
011-211-2682

中央区北1条西3丁目

第17回　雪と暮らすおはなし発表会
3月17日（金）～3月20日(月)

12:00～20:00（日曜･祝日は18:00まで）
無料※カフェのためワンオーダーお願いします

板東珈琲

011-251-3355
中央区大通西11丁目4-190橋本ビル

気球堂 作品展　微睡み (まどろみ)
3月18日(土)～3月26日(日)　定休日：毎週月曜日

10:00～19:00（最終日は17:00まで）
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

011-643-5051
西区琴似1条3丁目1-14

のっといこーる ～石野沙羅・松田由姫穂 二人展～
3月15日(水)～3月20日(月)　定休日：毎週火曜日

10:00～17:00（最終入場は16：30まで）

2023 Vol.2「足を見るのにしくはない」　

予約
申込

3月19日(日) 10:30～15:00
無料

&vogue gallery

iandu-h@jcom.zaq.ne.jp
中央区南3条東2丁目6-2

『！ッミニチュアッ！』ミニチュア展示販売札幌2023
3月17日(金)12:00～18:00　3月18日(土)10:30～18:30

10:00～19:00（最終日は17:00まで）
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

011-643-5051
西区琴似1条3丁目1-14

北都館 絵を楽しむ小部屋《絵楽屋》空間に広がる存在感!!☆彫刻をたのしむ☆
3月17日(金)～3月27日(月）　定休日：毎週火曜日

一般(小学生含む)木曜・土曜日700円 金曜・日曜日800円 未就学児0円 障害者手帳をお持ちの方(介護者1名も同料金)500円

011-822-0306

HOKUBU記念絵画館（豊平区旭町1丁目1-36）
3月16日(木)～5月7日(日)木曜～日曜日　※金曜・日曜日(70分ごとの時間別予約制）

【開催日】5月20日(土)10：00～15：00【開催場所】札幌市民ギャラリー1Fロビー
詳しくはHPをご確認ください。https://sapporo-shimin-gallery.jp/gallery_news/388/

【申込先住所】中央区南2条東6丁目

＜出店者募集＞手づくり作品市場2023
【募集締切】3月20日(月) 往復ハガキ必着 予約

申込
【申込先】札幌市民ギャラリー『手づくり作品市場』係

011-271-5471

札幌市知的障がい福祉協会アート展『第23回あらかるあーと』あーとがみちびき笑顔咲く！創り出そう明日への光！
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新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。

※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。　※ご覧の情報は2023年3月1日時点の情報を元に作成しております。

【開催日】3月12日(日)開演14:00　開場13:30
300円 ※席の必要なお子様も予約が必要です。※お1人様3枚まで　定員150名(先着順)　※電話予約のみ

札幌市厚別区民センター2F　区民ホール
厚別区厚別中央1条5丁目3-14

東日本大震災復興支援チャリティコンサート
【申込期間】2月6日(月)～3月12日(日）【受付時間】10:00～16:00 予約

申込

011-894-1581

開演14:00　開場13:30
無料

札幌市白石区民センター　ホール

090-6213-0673
白石区南郷通1丁目南8　白石区複合庁舎5F

マンドリンアンサンブル そよ風 第4回定期演奏会
3月18日(土)

予約
申込

予約
申込

予約
申込 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

開演19:00　開場18:30
一般2000円　学生1000円

ザ・ルーテルホール

011-232-7592
中央区大通西6丁目3-1

第54回 ザ・ルーテルホール・ハイメスコンサート「ドイツの偉大な作曲家」
3月8日(水)

開演19:00　開場18:00
多目的喫茶店アイビィ
中央区北1条西18丁目1-52市田ビル2F

3月8日(水)

開演19:00　開場18:20
全席指定 プレミアム8000円 S6000円 A5000円 B3500円 U25割(A・B席)1500円 スマイル2000円(当日券売り場限定見切れ席) ※未就学児は入場不可です。

札幌文化芸術劇場 hitaru
011-520-1771

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

札幌交響楽団 hitaruシリーズ　第12回定期演奏会
3月9日(木)

開演18:30　開場18:00
1000円

札幌市時計台ホール

080-3260-8619
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

恵風の調べ ～箏・尺八による演奏会～
3月10日(金)

開演18:30　開場18:00
全席自由 一般2500円 学生2000円

ザ・ルーテルホール

enconcerts@gmail.com
中央区大通西6丁目3-1

第1549回札幌市民劇場 ピアノトリオ リサイタル　赤間さゆら・小野木遼・野平枝里
3月10日(金)

開演15:00　開場14:30
全席指定 2000円 KitaraClub会員一般1500円 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。

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

＜Kitara＆札幌音楽家協議会連携プロジェクト＞札幌の奏響(ひびき)Ⅲ
3月11日(土)

午前の部 開演11:00開場10:30　大人1500円 子供1000円(小学生まで) 大人＋子供膝上2000円(大人＋3歳以下一名)
午後の部 開演16:00開場15:30　全席自由2000円 中学生以下1500円

渡辺淳一文学館（中央区南12条西6丁目414）
090-3897-7631Duo Claire

3月11日(土)

開演17:30　開場17:15
大人(高校生以上)3500円　 小･中学生1500円　 幼児無料

豊平館　2F特別ホール

yoshipiano.special@gmail.com
中央区中島公園1-20

3月11日(土)

開演15:30　開場14:30
全席自由　前売800円　当日1000円※小学生以下入場無料（0歳以上入場可）

札幌コンサートホールKitara　大ホール

noianoinoi@gmail.com
中央区中島公園1-15

ウインドアンサンブルノイア 第24回定期演奏会
3月12日(日)

開演14:00　開場13:00
全席自由 500円

札幌市生涯学習センター　ちえりあホール

hokkyodai.sap.konsei@gmail.com
西区宮の沢1条1丁目1-10

北海道教育大学札幌校混声合唱団第50回定期演奏会
3月12日(日)

開演14:00　開場13:30　※当日券は13:20より販売
一般 3000円 高校生以下 1000円

ザ・ルーテルホール

090-8373-4004
中央区大通西6丁目3-1

二人のメンデルスゾーン　二人のシューマン
3月12日(日)

開演19:00　開場18:30
無料

豊平館

sapporo.jeunes@gmail.com
中央区中島公園1-20

札幌ジュネス室内合奏団 スプリングコンサート
3月12日(日)

開演15:00　開場14:30
一般3500円　会員･学生2000円　定員221名(要予約）

六花亭ふきのとうホール

011-252-2023

リスト物語 ～リストの綴る物語～
3月12日(日)

開演19:00　開場18:30
全席自由2000円 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。

札幌コンサートホールKitara　小ホール

011-261-7503
中央区中島公園1-15

骨髄バンクチャリティー 田島高宏＆田島ゆみ 春待ちコンサート
3月14日(火)

開演19:00　開場18:30
全席自由 一般3000円 学生1000円（大学生以下の方が対象）Kitara Club会員 一般2500円 ※未就学児入場不可 

札幌コンサートホールKitara　小ホール（中央区中島公園1-15）
viola.piano.duo.recital@gmail.com

〈Kitaraアーティスト・サポートプログラムⅡ〉 青木 晃一×石田 敏明 デュオリサイタル ～ブラームスから拡がるヴィオラ×ピアノの響～
3月15日(水)

開演19:00　開場18:30
一般2000円　学生500円

札幌市時計台ホール

090-3393-4245
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.20 ヤナーチェクのピアノ曲
3月15日(水)

全席指定 S7000円 A5500円 B4000円 U25(B席)1500円  Kitara Club会員特別 S5500円 A4000円 B2500円 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。
U25は1997年以降にお生まれの方(未就学児を除く)であれば学生に限らずご購入いただけます。ご購入ご来場時に生年を証明できるものをお持ちください。 

札幌コンサートホールKitara　大ホール（中央区中島公園1-15）
011-520-2000札幌コンサートホール開館25周年 〈Kitaraワールドオーケストラシリーズ〉 山田 和樹指揮 横浜シンフォニエッタ

3月17日(金)　開演19:00　開場18:15

開演14:00　開場13:30
3000円 ※焼き菓子付き

琴似会館

011-640-3330
西区琴似4条2丁目6-40

きのとやサロンコンサートvol.77～春の訪れ～フルートソロの楽しみ
3月17日(金)

14:00～16:00
愛生舘サロン
中央区南1条西5丁目愛生舘ビル6F

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！
3月17日(金)

開演13:30　開場13:00
無料

札幌サンプラザコンサートホール

090-4879-2043
北区北24条西5丁目1-1

混声合唱団響友会 第69回研究発表会
3月18日(土)

①開演11:00開場10:30 ②開演14:00開場13:30
3000円

豊平館

trioisocele@gmail.com
中央区中島公園1-20

トリオ・イゾセル演奏会 ～二等辺三角形の弦楽三重奏
3月18日(土)

開演：14:00～
無料

札幌市資料館　研修室

090-2692-9868
中央区大通西13丁目

バッカス・ホルン・アンアンブル 定期公演 第9回 ホルンだらけの演奏会
3月18日(土)

開演14:00　開場13:30
一般 2500円 学生･U20 1500円

奥井理ギャラリー

farbenfroh.musik@gmail.com
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

朝倉愛＆荒川真央 デュオコンサート MAX REGER 生誕150年を記念して PROF.岡本孝慈とともに
3月19日(日)

開演13:30　開場13:00
無料

札幌市資料館

tokeidailive@gmail.com
中央区大通西13丁目

大通スプリングコンサート
3月19日(日)

開演17:00　開場16:30
前売 一般 1800円 高校生 1500円　当日一般 2000円 高校生 1800円 ※小学生以下無料

札幌サンプラザコンサートホール
090-5070-4404

北区北24条西5丁目1-1

第1550回札幌市民劇場 sax for all Vol. 14 －坂東邦宣氏を迎えて－
3月19日(日)

10:00～17:00
300円（大学生以下無料)

小原道城書道美術館

011-552-2100
中央区北2条西2丁目41札幌2･2ビル2F

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～
12月6日(火)～2023年3月31日(金)　休館日：毎週月曜日

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）
一般500(400)円　高大生250(200)円　中学生以下･65歳以上無料 ※( )内は10名以上の団体料金（詳細はお問い合わせ下さい）

北海道立文学館　特別展示室
011-511-7655

中央区中島公園1-4

特別展「細谷源二と齋藤玄　北方詩としての俳句」
1月21日(土)～3月19日(日)　休館日:月曜日（月曜日が祝日等の場合は開館）

10:00～18:00（最終日は17:00まで）
無料

道新ぎゃらりー

080-1973-5963
中央区大通西3丁目6道新ビル大通館 7F

2023北海道写真協会札幌支部写真展
3月16日(木)～3月21日(火・祝)　休館日：毎週水曜日

10:00～18:00
無料

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1F

山田耕熙 写真展「The Land of Tigers」
3月17日(金)～3月22日(水)

20:00～25:00
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
011-839-0461

中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F

第3回はなび個展「ノンフィクション」
3月14日(火)～3月31日(金)　定休日：毎週日曜・月曜日

10:00～19:30（最終日は17:00まで）
無料

札幌三越本館 10F催事場

011-271-3311
中央区南1条西3丁目8

武田双雲展 ～新輝～
3月1日(水)～3月13日(月)　作家在廊日(3月10日(金)～3月12日(日)

10:00～18:00
無料

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1F

風景写真Xtension展
3月3日(金)～3月8日(水)

10:00～18:00（最終日17:00まで）
無料

富士フイルムフォトサロン札幌

lesson@allo-japon.com
中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1F

”allô？”渡邉真弓写真教室・写真展
3月10日(金)～3月15日(水)

9:00～20:00（最終日は18:00まで）
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

hk_bookshare@yahoo.co.jp
中央区北1条西3丁目

読書環境の整備を考える「ぶっくらぼステーション」
3月14日(火)～3月16日(木)

【開催日】3月12日(日)14:00～15:30
無料　定員35名　電話で受け付けます。

北海道立文学館　講堂

011-511-7655
中央区中島公園1-4

【申込開始】2月28日(火)9：00 予約
申込

11:00～
無料　定員先着30名　30名を越えた際は立見にてご覧いただけます。10:00より本館10F催事場にて観覧席の整理券を配布

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

武田双雲展 ～新輝～　関連イベント　『武田双雲氏 イベント』トークショー&ライブパフォーマンス開催
3月11日(土)

特別展「細谷源二と齋藤玄　北方詩としての俳句」関連イベント 講演会「細谷源二著『俳句事件』―『俳句弾圧不忘の碑』からフランス語訳の出版まで」

11:00～11:40
北海道立文学館　特別展示室
中央区中島公園1-4

特別展「細谷源二と齋藤玄　北方詩としての俳句」関連イベント ギャラリー・ツアー
3月8日(水)・3月9日(木)・3月15日(水)3月16日(木) 予約

申込
特別展観覧料が必要 一般500円 高大生250円 ※中学生以下・65歳以上無料　定員10名　電話で受け付けます。

011-511-7655

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

Special Piano Concert 2023 Disney&Classic Yoshi.Piano【Special Piano Concert at 豊平館】

中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6F

1回500円　定員10名　申込等詳しくはHPをご確認ください。http://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=868

090-6992-2538

予約
申込

入場料2500円　14席 会場カフェ休業日につき、お食事をご希望の方はご予約下さい(sapporo.mmc@gmail.com )・お飲み物はご来店後にご注文いただけます。

中世古楽の宵 080-3395-7020
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新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。

※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。　※ご覧の情報は2023年3月1日時点の情報を元に作成しております。

【開催日】3月26日(日)
詳しくはHPをご確認ください。http://sapporobaroquedancer.blog100.fc2.com/blog-entry-258.html

2023年 浜中康子 バロックダンス講習会
【受付期間】1月26日(木)～3月19日(日) 予約

申込
【問合・申込先】札幌バロックダンス研究会　工藤
【開催場所】琴似バレエ研究所(西区二十四軒3条4丁目6-7)

090-1385-0394　yokocornet@icloud.com

開演19:00　開場18:30
全席自由 2000円

渡辺淳一文学館

011-556-6788
中央区南12条西6丁目414

第33回ふたりしずか文芸館 「映画を読む～アカデミー賞をヨム」
3月8日(水)

3月12日(日)14:00
前売3000円　当日3500円　 U25(25歳以下)2000円

扇谷記念スタジオ・シアターZOO

090-8272-4299
中央区南11条西1丁目3-17ファミール中島公園B1F

【札幌演劇シーズン2023-冬サテライトプログラム】毛皮のマリー
3月10(金)19:00　3月11日(土)14:00／19:00 

昼の部 開演13:00開場12:30　夜の部 開演18:00開場17:30
無料 ※事前登録が必要です。

札幌サンプラザホール

080-9749-9479
北区北24条西5丁目1-1

THE PROM -ただ、愛するあなたと踊りたいだけ。
3月11日(土) 予約

申込

3月12日(日)開演14:00　開場13:30
高校生以上1000円 小・中学生500円 ※未就学児無料

札幌市こどもの劇場やまびこ座

011-206-1709
東区北27条東15丁目

東日本大震災復興支援子どもを守ろうよの会 第13回やまびこ座公演 ～地続きの今を越えて、地続きの夢をうたおう～
3月11日(土)開演18:30　開場18:00

13:30～
無料　※未就学児入場不可　定員30名(要予約）

札幌市厚別図書館2F　読書集会室

090-8636-1609
厚別区厚別中央1条5丁目3-15

第7回 和みの本棚 ～午後のひととき、朗読を楽しむ会～
3月12日(日)

13:30～14:30
無料　予約不要　対象 中学生以上 ※未就学児のご同伴はご遠慮ください。

札幌市中央図書館3F　講堂　
090-5958-1434

中央区南22条西13丁目1-1

おおきな木 大人のための 英語の絵本 読み聞かせ会 in 札幌
3月18日(土)

①開演14:00開場13:30　②開演18:00開場17:30
3500円　小学生以下無料 ※要予約（電話もしくはメール）

札幌市民交流プラザ1F　SCARTSコート

011-884-7129　thro@sings.jp

祈りの北方圏　～サンドアート・ダンス・音楽～
3月19日(日) 予約

申込

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

9:45～15:30（入館は15:00まで）
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）
1月16日(月)～3月12日(日)土曜・日曜・祝日のみ

無料　芸森かんじきウォーク参加者限定イベント　対象は小学校低学年～
南区芸術の森2丁目75
札幌芸術の森　野外美術館

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～

10:00～17:00

就職相談会（発達・精神・知的・身体・難病）市内６カ所開催
1月9日(月)～3月30日(木)　要予約 LITALICOワークス札幌　他5カ所 予約

申込中央区北4条西3丁目1札幌駅前合同ビル7F　他5カ所

info_sapporo_wk@litalico.jp

無料　予約申込は電話（0120-951-712）もしくはHP(https://works.litalico.jp/seminar/hokkaido-tohoku/sapporo/)

【開催日】4月9日(日)～8月27日(日)　毎週日曜日

市民農業講座　さっぽろ農学校・入門コース 令和５年度受講生募集
【申込期間】2月10日(金)～3月15日(水)必着

【申込先住所】東区丘珠町584-2 
予約
申込

【申込先】サッポロさとらんど「さっぽろ農学校入門コース」係
011-787-0223

【開催日】4月8日(土)～10月28日(土)　毎週土曜日(6月～9月は水曜日も実施)

市民農業講座　さっぽろ農学校・専修コース 令和５年度受講生募集
【申込期間】2月10日(金)～3月13日(月)必着

【申込先住所】東区丘珠町569-10
予約
申込

【申込先】札幌市農業支援センター市民農業講座「さっぽろ農学校」専修コース係 
011-787-2220

48000円　定員24名程度　講座は実習29回、講義18回、管理12回　詳しくはHPをご確認ください。https://www.city.sapporo.jp/keizai/nogyo/center/nougaku/documents/bosyuyoukou.pdf

8000円　定員70名(当日受付無し)　講座は全18回(1回2講義　計36講義)　詳しくはHPをご確認ください。https://www.satoland.com/publics/index/1/detail=1/b_id=210/r_id=2153#block210-2153

【開催日】3月25日(土)14:00～15:30

第11回ドイツ語を楽しむ会～環境・エネルギー編～
【申込開始】2月13日(月)9:00　

中央区北1条西3丁目札幌MNビル3F
予約
申込

札幌国際プラザ　Mスクエア
011-211-2105

無料　定員30名(先着)　高校生以上対象　申込はHPをご確認ください。http://plaza-sapporo.or.jp/citizen_j/seminar/#seminar664

8:45～17:15

ツバキ展～古典園芸、道内最大級のコレクション～
2月21日(火)～3月19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

北区百合が原公園210
百合が原緑のセンター　大温室

9:30～16:30（5月は17:00まで、最終入場は閉館30分前）

第20回企画テーマ展 「もっと！あっちこっち湿地～自然と歴史をめぐる旅～」
2月25日(土)～5月28日(日)　休館日：毎週月曜日

無料　総合展示は別途料金が必要です　詳しくはHPをご確認ください。https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/post/exhibition/special/detail21337/

011-898-0466

厚別区厚別町小野幌53-2
北海道博物館2F　特別展示室

【開催日】4月16日(日)～11月25日(土)開演14：00開場13:00

令和5年度 HBC北海道文化塾
【申込開始】2月27日(月)10:00　 予約

申込

【開催日】3月11日(土)13:30～16:00
北海学園大学(豊平キャンパス７号館D31)
豊平区旭町4丁目1-40

HIECC北方圏講座/ArCSⅡ国際政治セミナー
【申込期間】2月15日(水)～3月10日(金) 予約

申込

3月18日(日)10:00～12:00
札幌市環境プラザ(札幌エルプラザ2F)
北区北8条西3丁目28

3月11日(土)11:00～15:00 予約
申込

無料（一部体験ブースは有料　当日先着順による受付　定員あり）
パネルディスカッション定員50名(先着順)13:00～16:00　詳しくはHPをご確認ください。https://sapporo.magazine.events/area/chuou-ku/64202.html

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ） 北3条交差点広場（西）
011-600-2708

中央区北2条西4丁目及び北3条西4丁目

さっぽろ れきぶんフェス 2023
3月12日(日)　10:00～16:00

【開催日】3月25日(土)17:00～19:00
デイケアほっとステーション2F　デイルーム
中央区大通西5丁目8昭和ビル2F

第97回「北海道で更生と再犯防止を考える会」
【申込期限】3月20日(月) 予約

申込

8:45～17:15（最終日は15:00まで）
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

百合が原緑のセンター　小温室
011-772-3511

北区百合が原公園210

レカンフラワー展～立体的なフラワーアート～
3月7日(火)～3月12日(日)

【開催日】3月7日(火)14日(火) 19:00～21:00　（全2回）

【さっぽろ市民カレッジ】論理的思考で伝える力をＵＰ
【申込締切】3月6日(月)

西区宮の沢1条1丁目1-10
予約
申込

札幌市生涯学習センター　ちえりあ2F　中研修室2
011-671-2311

3000円　定員20名(先着順)　申込はHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2023-0112-1634-36.html

【開催日】3月10日(金)17日(金) 19:00～21:00　（全2回）
【申込締切】3月9日(木) 予約

申込
札幌市民交流プラザ4F　控室401

【さっぽろ市民カレッジ】～コミュニケーションが驚くほどスムーズに！～聞きたい答えを引き出す質問力
011-671-2311

3000円　定員20名(先着順)　申込はHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2023-0112-1635-36.html
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

【開催日】5月11日(木)～6月1日(木)14:00～16:00(毎週木曜)
【申込締切】3月25日(土)

西区宮の沢1条1丁目1-10
予約
申込

札幌市生涯学習センター　ちえりあ5F　映像スタジオ
011-671-2311

3600円　全4回 定員30名(先着順）　申込はHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2023-0112-1615-36.html

【さっぽろ市民カレッジ】ちえりあ学習ボランティア企画講座 元気・生き生き・健康体操～自分に合った体操を～

申込等詳しくHPをご確認ください。https://camp-fire.jp/projects/view/622407

天売島ウミガラス100羽記念祭 海と海鳥と私たちの未来
3月15日(木) 開演18:00　開場17:30

【開催日】3月16日(木) 19:00～21:00

【さっぽろ市民カレッジ】注目！メタバースWorldの歩き方～あなたのビジネスで参入しよう～
【申込締切】3月15日(水)

西区宮の沢1条1丁目1-10
予約
申込

札幌市生涯学習センター　ちえりあ2F　中研修室1
011-671-2311

1600円　定員30名(先着順）　申込はHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2023-0112-1640-36.html

【開催日】3月17日(金)24日(金) 18:45～20:45

【さっぽろ市民カレッジ】─本があって、人が集まる─　まちを面白くする場づくり
【申込締切】3月16日(木)

西区宮の沢1条1丁目1-10
予約
申込

札幌市生涯学習センター　ちえりあ2F　中研修室2

【開催日】3月17日(金) 19:00～21:00
【申込締切】3月16日(木) 予約

申込

予約
申込

札幌市生涯学習センター　ちえりあ3F　研修室5・6
【さっぽろ市民カレッジ】あなたの魅力を引き出す！動画作成のコツ　～まずは企画と事前準備～

1600円　定員20名(先着順)　申込はHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2023-0112-1641-36.html
西区宮の沢1条1丁目1-10 011-671-2311

1500円　定員20名(先着順)　申込はHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2023-0112-1622-36.html

011-671-2311

無料　申込等詳しくはHPをご確認ください。https://www.hiecc.or.jp/topics/detail.html?pid=7713654186708

011-221-7840

無料　11日参加希望者は直接会場へ。18日参加希望者は要予約　対象4歳～小3の女の子と保護者　詳しくはHPをご確認ください。http://gsh17.com/post-3391

Let’s  あっぷさいくる 090-3393-2084

無料　申込はFAX(011-233-5256)もしくはメール(kouseihogonokai@yahoo.co.jp）※オンライン(ZOOM)と併用開催

011-233-5255

【開催日】3月26日(日)14:00～15:30
札幌国際プラザ　Mスクエア
中央区北1条西3丁目札幌MNビル3F

カザフスタンを知るセミナー 「意外と知らない！世界で９番目に大きい国」
【募集期間】2月27日(月)～3月26日(日) 予約

申込

011-211-2105

無料　定員40名　申込はHPをご確認ください。http://plaza-sapporo.or.jp/citizen_j/seminar/#seminar665

入塾料金2000円　受講料金21000円　10回講演　申込等詳しくはHPをご確認ください。https://www.hbc.co.jp/event/bunka/

【申込先】HBC文化塾事務局(中央区北1条日5丁目)
011-281-7600

【会場】カナモトホール(札幌市民ホール)［中央区北1条西1丁目］

無料　クラウドファンディングで支援をお願いします。 全席自由(入場順、座席区分を設ける場合があります)
共済ホール（中央区北4条西1丁目共済ビル6F）

090-9169-2857


