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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. 4.2 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15日時点の情報を元に作成しております。

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

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。

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。

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/

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)　 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) 

競技開始10:30
無料 03-6229-5429

清田区真栄502-1
白旗山競技場

パラノルディックスキーアジアカップ
3月21日(火･祝)10kmフリー

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/
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)

0570-200-600

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

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

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

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）

10:00～18:30
無料　※作家在廊日（3月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
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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15日時点の情報を元に作成しております。

10:00～17:30

北海道造形美術学院16名による帰郷展「en」
3月22日(水)～3月26日(日)

無料

&vogue gallery

011-218-2771
中央区南3条東2丁目6-2

10:30～19:30（最終日は18:00まで）

くまクラフト展vol.4【くまの棲2023】
3月21日(火･祝)～3月27日(月)

無料　ワークショップ等複数あり。詳しくはHPをご確認ください。https://kumanosu.handcrafted.jp/

丸井今井 札幌本店 大通館3F　YORIAI market 
sobo.brasslife@gmail.com

中央区南1条西2丁目

開演10:30　開場10:15

春の「子ども映画会」
3月21日(火･祝)

無料

札幌市民ギャラリー1F　第1展示室

011-271-5471
中央区南2条東6丁目

開演11:30　開場11:00

いまドキュ01『私のはなし 部落のはなし』
3月21日(火･祝)

2400円　定員60名

札幌市資料館 研修室

080-1035-7536
中央区大通西13丁目

10:00～19:00（最終日は17:00まで）

華に魅せられて ー千朶万朶ー
3月21日(火･祝)～3月26日(日)

無料

ギャラリー大通美術館　C室

nachikosan25@gmail.com
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

11:00～18:00（最終日は16:00まで）

山下絵里奈展
3月21日(火･祝)～3月26日(日)

無料

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

090-9518-9888
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条1F

10:00～18:00（最終日は16:00まで）

小杉千賀子/馬場惠美子/山田明夫 水彩３人展
3月21日(火･祝)～3月26日(日)

無料

ギャラリー大通美術館　A室

011-854-7762
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

10:30～18:30（最終日は17:00まで）

仲　浩克　油彩画サムホール展
3月21日(火･祝)～3月26日(日)

無料

さいとうギャラリー　B室

hironakaart@gmail.com
中央区南1条西3丁目1ラ・ガレリア5F

10:30～18:30（最終日は17：00まで、 ただし午後から片づけを始めます。）

渡辺元作品展
3月21日(火･祝)～3月26日(日)

無料

さいとうギャラリー　A室

warenabe@mist.ocn.ne.jp
中央区南1条西3丁目1ラ・ガレリア5F

10:00～19:00（最終日は18:00まで）

びょういんあーとぷろじぇくと
3月24日(金)～3月26日(日)

無料

札幌市民交流プラザ2F　SCARTSスタジオ1・2

080-6070-3971
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

10:00～19:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

じょうずへたで見ない展覧会　原体験14
3月24日(金)～3月26日(日)

無料

札幌市民交流プラザ1F　SCARTSモールA・B

011-303-0615
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

18：00～19：00

濱里楓 個展 - HIDEAWAY -　関連イベント　クラとアコLIVE
3月26日(日)

投げ銭（チップ制）　※ラウンジにてワンオーダーお願いいたします。

GENT'S CODE

080-1875-6817
中央区南1条西24丁目1-11LEADビル1F

開演15:00　(お時間は1時間程を予定) 

華に魅せられて ー千朶万朶ー　関連イベント　紅月鴉海  舞踏
3月26日(日)

1000円(プラス投げ銭) 

ギャラリー大通美術館　C室

nachikosan25@gmail.com
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

15:00～17:00（最終日は18:00まで）

びょういんあーとぷろじぇくと　関連イベント　シンポジウム「病院にアートがあるということ」
3月26日(日)

無料　予約優先５０名様　お申し込み・お問い合わせHPをご確認ください。https://www.hinoma.com/hospitalart/event/

札幌市民交流プラザ2F 　SCARTSスタジオ1・2
080-6070-3971

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

10:00～18:00

コントラスト -磁器の二人展-
3月25日(土)～4月9日(日)　休館日：毎週木曜・金曜日

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

14:00～(約30分)

【近美コレクション】シャガール・イン・プリント　関連事業　ミュージアム・トーク　
3月26日(日)

無料(要観覧券)　定員10名程度

北海道立近代美術館　展示室A

011-644-6883
中央区北1条西17丁目

一般1900円　詳しくはHPをご確認ください。http://eiganokuuki.com/coffee/

『バッファロー’66』上映会
3月25日(土) 開場17:30　開演18:00

チケットは、パスマーケット(https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/019vh1ppnmw21.html) 又はメール予約、電話予約

POP / iN（中央区大通西18丁目1）
070-8360-5973　eiganokuuki@gmail.com

11:00～19:00 ※3/15(水)は貸切のため16:00までの入場

「すきま風の輪郭」2021年度シンクスクール制作コース最優秀者個展
2月25日(土)～3月20日(月)　

無料

眺望ギャラリーテラス計画

011-211-4366
中央区北2条西4丁目1赤れんがテラス5F

11:00～18:00（初日は12:00～17:00、最終日は11:00～17:00、 メンバー在廊 13:00～17:00）

CELEBRATION 展
3月22日(水)～3月27日(月)

無料

ビストロカフェ+ギャラリー オマージュ

011-232-3980
中央区南1条西5丁目16-23プレジデント松井ビル100 1F

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21日(火・祝)は臨時休業

大西洋 「元となる素」つながりと距離2023

8:00～22:00（最終日は20:00まで）
3月1日(水)～6月30日(金)　

無料

JRタワー1F東コンコース　JRタワーART BOX

011-209-5075
中央区北5条西2丁目

10:00～22:00（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

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)

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

【開催日】4月15日(土)午前の部10:30～11:30 午後の部14:00～15:00

JRタワー こどもアートワークショップ　vol.3　参加者募集！
【応募受付】2023年3月10日(金)10:00～3月26日(日)24:00まで

無料

プラニスホール

011-209-5075
中央区北5条西2丁目エスタ11F

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 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[4月22日(土)・23日(日)]以外の土・日・祝・月は休廊致します。

「はるのあしおと」

10:00～19:00（最終日は18:00まで）
3月14日(火)～3月20日(月）

無料

札幌三越本館8F　リミックススタイル　

candle@s2.dion.ne.jp
中央区南1条西3丁目8

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

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

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

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

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・日曜日は70分ごとの時間別予約制

10:00～18:00（初日は12:00から 最終日は16:00まで）

多田伸司の水彩画展 第14回世界水彩スケッチ紀行 「第3回シ・ピリカ・ヌプリ展」
3月20日(月)～3月26日(日)

無料

らいらっく・ぎゃらりぃ

011-233-1029
中央区大通西4丁目1道銀ビル1F

11:00～19:00（最終日は16:00まで）

DANIELLE HAT × e.wagatsuma　 遊～あそぶ～
3月18日(土)～3月26日(日)　※3月22日(水)は臨時休業

無料

The JOHNSON STORE 2F  ROOM CURATION 　

090-9439-7947
中央区南1条西6丁目4-1

11:00～18:00（最終日は17:00まで）

井本真紀 個展「狭間の出来事」
3月18日(土)～4月2日(日)　定休日：毎週火曜日

無料

GALLERY創

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36

【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

【開催日】3月21日(火･祝)13:45～16:30

木であそぼ 第6弾
【申込締切】3月20日(月)

お一人様1000円

札幌市環境プラザ　環境研修室2

070-8985-0961
北区北8条西3丁目札幌エルプラザ2F

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21日(火･祝)・3月22日(水)

予約
申込
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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15日時点の情報を元に作成しております。

10:00～18:00（最終日は16:00まで）

色音爛漫(いろねらんまん)  楓月まなみ展
4月1日(土)～4月9日(日)　休廊日：4月4日(火)

無料

茶廊法邑

011-785-3607
東区本町1条1丁目8-27

10:00～18:00（木曜日は開館13:30）

尾形香三夫追悼展
4月1日(土)～5月5日(金・祝)　休館日：毎週水曜日、4月30日(月)

一般210円　中高生150円　中学生以下無料　 ただしDMで2名様無料

岩見沢市絵画ホール・松島正幸記念館

0126-23-8700
岩見沢市7条西1丁目7

平日10:30～18:00 土日祝10:30～19:00 ※デーゲーム開催時11:00～19:00 ※ナイトゲーム開催時10:30～22:00

WHAT IS LIFE 展 ～いのちってなんだろう～
3月30日(木)～2024年3月31日(日)

ミュージアム入場券 大人1000円   試合日（Gameday）エスコンフィールド入場券付き 大人1500円 こども（4歳～小学6年生)500円　詳しくはHPをご確認ください。https://www.hkdballpark.com/shops/9/

エスコンフィールドHOKKAIDOU　タワー11 2F（北広島市Fビレッジ1）
0570-005-586

『お終活』①10:30～12:30(開場30分前) ②16:00～18:00(開場15分前) 
『心の傷を癒すということ』①13:30～15:30(開場30分前)②18:30～20:30(開場15分前)

『お終活』『心の傷を癒すということ』2作品上映会
3月28日(火)

前売1200円 当日1500円 札幌映画サークル会員1000円

札幌市白石区民センター5F　ホール
090-8900-6699

白石区南郷通1丁目南8-1　白石区複合庁舎5F

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

狩野立子 個展 -白と黒の世界-
3月28日(火)～4月2日(日)

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

【開催日】PARK JAZZ LIVE7月15日(土)・7月16日(日)  PARK JAZZ LIVE CONTEST7月17日(月・祝)

パークジャズライブ&コンテスト出演者 募集
【応募期間】3月21日(火･祝)～4月11日(火)正午

参加費一人3000円　募集数200組　募集要項等詳しくはHPをご確認ください。https://scj-pjl-cast.jp/　

予約
申込

開演18:00　開場17:30

MICRO TEATRO CONCERTO vol.2 ～VIEN,LA PRIMAVERA！～
3月24日(金) 札幌市民交流プラザ1F SCARTSコート 予約

申込

開演14:00　開場13:30

‐色彩豊かに‐ 早春のコンサート
3月22日(水)

一般2000円　学生1000円

渡辺淳一文学館

011-215-8545
中央区南12条西6丁目414

3月23日(木)開演19:00開場18:30【会場】札幌豊平教会 礼拝堂(豊平区豊平6条3丁目5-15)

みわトシ鉄心 レコ発記念 北海道ツアー2023 Sapporo 2days
3月22日(水)開演18:00開場17:30【会場】レストランのや2nd(東区北12条東5丁目1-17)別途ワンドリンクオーダー

1公演 前売3000円 当日3500円 U30(30歳以下)2000円 2公演連続チケット5000円　

090-6447-4819

開演19:00　開場18:30

BLANC PIERRE ～フルートデュオの響き～ VOL.3
3月23日(木)

一般1000円　高校生以下500円

札幌市時計台ホール

aimiyabi.fl@gmail.com
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

開演18:30　開場18:00

札幌医科大学混声合唱団うた部 第15回 定期演奏会
3月24日(金)

全席自由300円

札幌コンサートホールKitara　小ホール

sapmedsinging@gmail.com
中央区中島公園1-15

開演19:00　開場18:30

PMFクラシックLABO♪ 音楽を旅する フランス編
3月24日(金)

全席指定　一般 2000円　U25 1000円 ※未就学のお子様のご入場はご遠慮いただいております。

札幌市民交流プラザ3F　クリエイティブスタジオ
011-242-2211

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

開演18:30　開場18:00

桜庭 花音 ピアノ・リサイタル
3月24日(金)

全席自由500円 ※席を必要としない未就学児は無料

北広島市芸術文化ホール（花ホール）

090-6997-4058
北広島市中央6丁目2-1

開演19:00　開場18:30

阿部博光 フルートリサイタルシリーズ Vol.16 阿部博光・佳子フルート＆ピアノ結成40周年記念デュオリサイタル
3月25日(土)

全席自由 一般3000円 学生2000円 ※4歳児以上入場可（有料・ひざ上鑑賞不可）

札幌コンサートホールKitara　小ホール

011-211-1463
中央区中島公園1-15

1Fスタンディング8000円  一般発売(先着)受付期間2023年1月28日(土)10:00～   ※未就学児入場不可　

初音ミク JAPAN TOUR 2023 ～THUNDERBOLT～
3月25日(土) 開演18:00　開場17:00 Zepp Sapporo（中央区南9条西4丁目4）

開演18:30　開場18:00

札幌北高等学校吹奏楽部 第34回定期演奏会
3月28日(火)

全席自由 前売 一般1000円 小中学生500円  当日 一般1300円 小中学生800円　※未就学児入場可（無料） 

札幌コンサートホールKitara　大ホール
011-736-3191

中央区中島公園1-15

開演18:00　開場17:30

札幌市立伏見中学校 合唱部・吹奏楽部 合同コンサート「音楽部の祭典」
3月30日(木)

全席自由　無料（要整理券・Kitaraチケットセンター、伏見中学校にて配布）※未就学のお子様も入場可ですが、お席を使用する場合は整理券が必要です。

札幌コンサートホールKitara　小ホール
011-561-0218

中央区中島公園1-15

開演19:00　開場18:30

SIT Band - チャリティ公開ランスルー「コロナ後遺症に悩む方々に支援を」
3月30日(木)

全席指定1000円 ※乳幼児や児童の入場も可能ですが、座席を使用される場合は、チケットをお求め下さい。

札幌文化芸術劇場 hitaru
sitband.c+29@gmail.com

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

開演19:00　開場18:15

牛田智大 ピアノ・リサイタル
3月31日(金)

全席指定 S席4000円 A席3000円 車椅子席2000円（オフィス・ワンにて取扱）※未就学児の入場はご遠慮ください。

札幌コンサートホールKitara　大ホール
011-612-8696

中央区中島公園1-15

開演18:30　開場17:45

SIT Band - 札幌国際情報高校吹奏楽部 第29回定期演奏会
3月31日(金)

全席指定 S席2000円 A席1800円(前売当日共) ※乳幼児や児童の入場も可能ですが、座席を使用される場合は、チケットをお求め下さい。

札幌文化芸術劇場 hitaru　
sitband.c+29@gmail.com

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

開演19:30　開場19:00

大友良英＋松丸契 DUO with 立花泰彦＋小山彰太
3月31日(金)

予約4500円　当日5000円 ＋ドリンク代600円

Coo くう

011-742-3458
中央区南1条西20丁目1-25アウルビルBF1

開演14:30　開場14:00

札幌北野少年少女合唱団スプリングコンサート2023
4月1日(土)

全席自由 一般1000円 小学生以下800円 ※0歳以上入場可（座席使用時有料/ひざ上鑑賞無料）

札幌コンサートホールKitara　小ホール
090-2815-3107

中央区中島公園1-15

一般3500円 学生3000円 車椅子500円 支持会3000円 支持会学生2500円 ネット配信1000円

手のひらオペラNo.1「カルメンの死／バスティアンとバスティエンヌ」
4月1日(土)・4月2日(日) 開演19:00　開場18:30

2公演セット券 一般6500円 学生5800円 支持会5800円 支持会学生4800円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

札幌市時計台ホール（中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F）
011-211-0471

開演14:00　開場13:30　全6回

アンサンブル・クレセント～J. S. Bach ゴルトベルグ組曲弦楽三重奏版全曲演奏＆イギリス作曲家室内楽作品シリーズ演奏会
4月2日(日)

1回料金3500円 高校生以下1000円　3回通し料金10000円

奥井理ギャラリー

090-1646-8367
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

10:00～17:00

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

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

9:00～17:00（最終日は15:00まで）

第10回かでるマンスリー展示「第29回かでる創作展 かでるフォトコンテストVol.3」
3月14日(火)～3月24日(金)

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

011-522-5167
中央区北2条西7丁目

20:00～25:00

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

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

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

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

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

開演17:00　開場16:30

札幌手稲高等学校合唱部 第36回定期演奏会
3月25日(土)

無料

札幌市生涯学習センター　ちえりあホール

011-683-3311
西区宮の沢1条1丁目1-10

安東京平 Low Brass Studio in 札幌 Vol.2 × 小田島航太氏による4スタンス道場 Vol.4
3月25日(土)

講師ミニコンサート 14:30～15:00　1500円(受講者500円引き)

三響楽器（手稲区手稲本町2条3丁目9-1）

kando.lbs.sapporo@gmail.com

開演13:30　開場13:00

札幌龍谷学園大学高等学校吹奏楽部 第23回定期演奏会
3月26日(日)

500円　※未就学児無料

北海道立道民活動センター  かでる2･7

011-631-4386
中央区北2条西7丁目道民活動センタービル

開演18:30　開場17:45

札幌北高等学校合唱部 第42回定期演奏会
3月27日(月)

全席自由 500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

011-736-3191
中央区中島公園1-15

開演18:30　開場17:30

市立札幌旭丘高等学校合唱部 第22回定期演奏会
3月25日(土)

全席自由500円 ※未就学児の入場はご遠慮ください

札幌コンサートホールKitara　大ホール

011-561-1221
中央区中島公園1-15

【生配信日時】3月25日(土)START18:00 OPEN17:30【アーカイブ配信日時】3月31日(金)18:00まで※ABEMA(国内)は18:30まで

【ライブ配信】初音ミク JAPAN TOUR 2023 ～THUNDERBOLT～ 札幌公演
【販売期間】3月10日(金)12:00～3月31日(金)16:00まで

3000円　詳しくはHPをご確認ください。https://piapro.net/japantour2023/ticket.html#Ticket_Livestream

piapro@crypton.co.jp

開演19:00　開場18:30

札幌平岡高等学校合唱部・札幌静修高等学校合唱部 合同演奏会
3月21日(火･祝)

全席自由　無料

札幌市民交流プラザ3F　クリエイティブスタジオ

011-882-8122
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

開演13:00　開場12:30

藤原道山×SINSKE　～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～　PIAZZOLLA
3月21日(火･祝)

全席指定5000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

札幌コンサートホールKitara　小ホール
011-612-8696

中央区中島公園1-15

開演13:30　開場13:00

アルス室内合奏団 第53回演奏会
3月21日(火･祝)

1000円　※未就学児の同伴はご遠慮ください。

札幌サンプラザコンサートホール

011-594-7151
北区北24条西5丁目1-1

①開演13:00開場12:30 ②開演16:00開場15:30

こどものためのピアノデュオコンサート
3月21日(火･祝)

全席自由 一般2000円　小学生以下500円

札幌市民交流プラザ1F　SCARTSコート

080-2598-3614
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

開演15:00　開場14:30

街なかコンサートin大通 Vol.45 ～フルート&クラシックギターの協演～
3月21日(火･祝)

前売2500円　当日3000円　定員60名

道新プラザDO-BOX

hiromi.fa.so.la.si@docomo.ne.jp
中央区大通西3丁目6　北海道新聞社

中世古楽を楽しむ会
【募集期間】3月1日(水)～3月29日(水)

各3500円（定員各7名） 通し参加500円引き 080-3395-7020

予約
申込

予約
申込

予約
申込

【開催日】3月30日(木)14:00～16:00＜聖母マリアのカンティガス＞　16:15～18:15＜ヒルデガルトの聖歌を歌う＞
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）

大通公園2丁目、札幌駅前通地下歩行空間北3条広場(西)、札幌芸術の森他、札幌市内の各特設ステージ
011-592-4125

無料　事前受付　https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQQ1AXmLtLFhUDfNfeU-ombox2vJ2vHzL0DGKmQhXeqc7yfA/viewform

2023.0324.mtc@gmail.com

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

第1部11:15～13:50(受付11:00～) 第2部15:30～18:05(受付15:15～)　第1部/第2部各5000円 通し参加9000円 聴講各3000円

※1Fスタンディングは整理番号順入場　※別途ドリンク代600円必要（アルコール類のお引き換え、販売はございません。）

piapro@crypton.co.jp
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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15日時点の情報を元に作成しております。

開演13:00　開場12:30

朗読会 はまなす Vol.18
3月20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。

札幌市民交流プラザ2F 　SCARTSスタジオ1・2

011-582-4134
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

【メインイベント】開演15:00開場14:40 【グリーティング】開演17:30開場17:00

さっぽろ ぶるぶる スクランブル
3月21日(火･祝)

イベント通しチケット3800円 グリーティングのみチケット1500円 ※チェキ券1枚・ノベルティ付 ※小学生以下入場無料

あけぼのアート＆コミュニティセンター
中央区南11条西9丁目4-1

buru2.scramble@gmail.com

12:30よりYouTubeにてライブ配信

＜YouTube＞世界人形劇の日『札幌市児童会館人形劇フェスティバル』
3月21日(火･祝)

無料　詳しくはHPをご確認ください。https://koguyama.jp/yamabiko/20404/

011-723-5911

開演14:00　開場13:30

ひとり語り「走れメロス」
3月25日(土)

大人2000円 子供(小学生以下)1000円 

茶廊法邑

080-6066-8591
東区本町1条1丁目8-27

3月26日(日)①13:00開演12:30開場②17:00開演16:30開場

弦巻楽団演技講座第3学期発表公演「舞台に立つ」『ヴェニスの商人』
3月25日(土)①14:00開演13:30開場②18:00開演17:30開場 

前売 一般2000円 高校生以下1000円　当日 一般2500円 高校生以下1500円 ※未就学児の入場はご遠慮いただいております。

扇谷記念スタジオ・シアターZOO
tsurumakigakudan@yahoo.co.jp

中央区南11条西1丁目3-17ファミール中島公園B1F

開演13:00　開場12:30

第108回「ろうどくの小径」
3月26日(日)

無料　定員70名（昼12時30分から整理券配布）

札幌市中央図書館3F　講堂

090-3392-2123
中央区南22条西13丁目1-1

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

えほんで楽しくファンタジア
3月27日(月)

無料　対象 0歳～小学生(保護者同伴) 定員20名(先着順)

札幌市えほん図書館　おひさまのへや

090-9517-0709
白石区南郷通1丁目南8-1　白石区複合庁舎6F

開演18:30　開場17:45

第63回子ども舞踊祭
3月28日(火)

全席自由1800円（当日のみ 17：30より発売）

カナモトホール(札幌市民ホール)

011-866-3336
中央区北1条西1丁目

【昼の部】14：00～15：00 人形劇「じっちさんのいうことにまちがいはない」「ソメコとオニ」  【夜の部】18：30～ 人形劇「太郎と花子のものがたり」「ミニライブ」　★公演後アフタートークあり

≪こぐま座春の特別公演≫赤いトマト（福島県）
3月29日(水)

前売 大人(18歳以上)1000円 こども(3歳以上)600円　当日 大人(18歳以上)1200円 こども(3歳以上)800円　要予約

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

開演19:00　開場18:00

TVh落語【月亭方正独演会】
3月30日(木)

全席指定　前売3200円　当日3500円 ※未就学児の入場はご遠慮いただきます。

道新ホール

011-232-3337
中央区大通西3丁目道新ビル大通館8F

開演19:00　開場18:30

明夜　舞踏公演「うつろ舟」
4月1日(土)･4月8日(土)･4月15日(土)･4月22日(土)

1000円

CONTE-SAPPORO Dance Center

akikiyophoto@softbank.ne.jp
西区琴似1条4丁目2-15ニシムラビル4F

開演19:00　開場18:30

サッポロ オワライ ライブ『500円で笑 SHOW!!!』
3月24日(金)

500円　小学生以下無料

Y'sスタジオ

owarai@yumecompany.co.jp
中央区南1条西1丁目13繁田園センタービル3F

オンライン開催　
無料

【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

5:45～0:30（初日は13:00より 最終日は18:00まで）

チカホで一文字展
3月24日(金)～3月26日(日)

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

090-2811-3972
中央区北1条西3丁目

10:00～18:00（入館は終了10分前まで）

山本馨写真展「ノスタルジック」
3月24日(金)～3月29日(水)

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

10:00～18:00

「生き物たちの地球」写真・文 前川貴行
3月31日(金)～4月5日(水)

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

10:00～18:00（最終日は16:00まで）

「なかいまー中今ー」　和龍美　写真展
4月1日(土)～4月9日(日)　休廊日：4月4日(火)

無料

茶廊法邑

011-785-3607
東区本町1条1丁目8-27

13:00～13:30

「生き物たちの地球」写真・文 前川貴行　関連イベント　札幌店　ギャラリートーク
3月31日(金)～4月2日(日)

無料　予約不要

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

10:00～18:00（入館は終了10分前まで）

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

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

サッポロ・シティ・ジャズ ボランティアスタッフ 募集

札幌市内各会場　応募要項・説明会等詳しくはHPをご確認ください。https://scj-savers-member.jp/

予約
申込

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】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

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】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

10:00～16:00

幸運とくつろぎの広場　Luck楽フェア　2023春分
3月21日(火･祝)

無料　

北海道自治労会館3F　中ホール

luckrakufair@gmail.com
北区北6条西7丁目5-3

【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  「就労支援の現状と課題」  釜澤剛璽 
【申込期限】3月20日(月) 予約

申込
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

開会14:00　開場13:30

2022年度 人文学部　退職記念最終講義　安酸敏眞教授　「《新しい人文学》についての去りゆく者の提言」
3月23日(木) 

無料

北海学園大学　豊平キャンパス7号館3F　D30番教室

011-841-1161
豊平区旭町4丁目1-40

10:00～11:30

日本医療大学生涯学習講座
3月25日(土)

無料　申込等詳しくはHPをご確認ください。https://www.jhu.ac.jp/society/page.php?id=207

札幌市月寒公民館
011-351-6100

豊平区月寒中央通7丁目8-19

1枚500円のチケット制 申込等詳しくはHPをご確認ください。

おやこ文化祭！2023
3月25日(土) 10:00～15:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeydfiOjuDv5M01Y-R2Z-ZP7xhXa28jT6Mt4MiC8guqQxAc5g/viewform

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

mamamo.hug2@gmail.com

【開催日】5月11日(木)～6月1日(木)14:00～16:00(毎週木曜日)
【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～

【通年活動期間】5月～2024年3月31日【夏季活動期間】5月～10月31日【冬季活動期間】11月～2024年3月31日
【通年活動・夏期活動応募期間】3月21日(火･祝)～5月10日(水)【冬期活動応募期間】3月21日(火･祝)～10月10日(火)

011-592-4125


