
免疫の入れ物/賢者のローブ
6月1日(火)～8月31日(火)

無料
8:00～22:00（アートボックス内の照明が22：00まで）※最終日は20:00まで

JRタワー1階東コンコース　アートボックス（中央区北5条西2丁目）

011-209-5075

ツボカワカオリ個展「MAGIC HOUR」
7月15日(木)～8月8日(日)　定休日：水曜日　※8月9日(月) ～13日(金)はお盆休み  

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
12:30～21:00［LO./フード19:00・ドリンク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

三原順の世界展～生涯と復活の軌跡～
7月22日(木・祝)～8月15日(日)※7月28日(水)、8月12日(木)は休館日

無料
10:00～19:00

札幌文化芸術交流センター SCARTSコート

sekaiten@moonlighting.jp
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ1階

真夜中夢奇譚
7月28日(水)～8月2日(月)※定休日：火曜

無料
13:00～19:00　最終日17:00まで

ギャラリー犬養1階ピアノ部屋

lunanoa-doll@outlook.jp
豊平区豊平3条1丁目1-12

本田勝也　作品展　つぶつぶしりーず繋
7月28日(水)～8月2日(月)※定休日：火曜

無料 ※カフェのためワンオーダーお願いします
10:00～21:00 ※土日月は19:00まで、最終日は17:00まで

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

オリジナルポストカード展『+ P16』
7月30日(金)～8月8日(日)

無料
10:00～20:00 ※最終日は19:00まで

4プラホール

080-5585-4024
中央区南1条西4丁目4丁目プラザ7F

名画の小部屋　宮地明人－それぞれの情景－　
8月1日(日)～8月30日(月)※定休日:火曜

無料 ※カフェのためワンオーダーお願いします
10:00～21:00※土日月は19:00まで、最終日は17:00まで

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

仲　浩克　油彩画展
8月2日(月)～8月31日(火)土日祝は休み

無料
9:00～15:00※12:30～13:30は観覧不可

北陸銀行 西岡支店

hironakaart@gmail.com
豊平区西岡3条5丁目5-8

第2回　猫はじめ展
8月3日(火)～8月8日(日)

無料
10:00～19:00最終日は17:00まで

ギャラリー大通美術館 A・D室

090-7516-7263
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

猫集会ーあつねこー四人展
8月3日(火)～8月8日(日)

無料
10:00～19:00最終日は17:00まで

ギャラリー大通美術館B室

011-782-9883
中央区大通西5丁目11大五ビル1F

アイヌの伝承者　浦川太八、80歳
8月3日(火)～8月8日(日)

無料
10:00～19:00（最終日は17：00まで）

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

あべ弘士　絵本原画展「氷上カーニバル」
8月3日(火)～10月3日(日)※8月8日・9日は閉館

無料
9:00～17:00

札幌市こども人形劇場こぐま座 資料室「MA・SO・BO」657美術館

011-512-6886
中央区中島公園1-1

黒川絵里奈　切り絵展　金魚日和
8月4日(水)～8月9日(月)

無料
11:00～18:00

unga plus gallery

kirie.eri@gmail.com
小樽市色内2丁目1-20小樽百貨UNGA↑（うんがぷらす）2Fギャラリー

ダンスにまつわるいろんなART展
8月4日(水)～8月9日(月)

7日・8日のダンス公演は入場料1000円（小学生以下無料）※両日とも30名限定・事前予約優先
11:00～18:00 ※7日のみダンス公演後20:00まで 無料(7日19：00、8日15：00、9日14：00のダンス公演時を除く)

茶廊法邑ギャラリー（東区本町1条1丁目8-27）

lifeofround@gmail.com

柿崎熙 展　林縁からー胚胎
8月3日(火)～10月1日(金)

無料
9:00～15:00（土曜・日曜・祝日を除く銀行営業日・営業時間内）

北海道銀行本店営業部 1階ロビー

011-233-1029
中央区大通西4丁目1

〈作品募集〉第13回北海道出光こどもお絵かきコンテスト2021
応募期間：6月1日(火)～8月27日(金) ※応募方法はHPをご確認ください。https://www.idemitsu.com/jp/enjoy/kids/contest/
展示日程：2021年11月30日(火) ～ 2022年3月31日(木)

主催：北海道出光会 出光興産株式会社無料

yukiko.matsui.1710@idemitsu.com

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ） 他道内7ヶ所

〈作品募集〉第12回N1モードグランプリ2021雪ミクに着せたいコスチュームデザインコンテスト
応募期間：6月1日(火)～8月30日(月) ※応募方法はHPをご確認ください。https://ndchokkaido.com/grandPrix.html
無料 ※グランプリ作品はYouTubeライブ配信にて発表 https://www.youtube.com/watch?v=nLGQ4Jw_wUI

主催：一般社団法人日本デザイナークラブ北海道【審査発表】10月16日(土)17:00～18:00 080-5592-1174

〈作品募集〉札幌ドーム開業20周年記念絵画展(兼　第11回こども絵画展)
応募期間：7月1日(木)～9月20日(月) ※応募作品は10月中旬頃～11月末の期間（予定）、札幌ドームに展示いたします。

無料 ※作品の応募方法はHPをご確認ください。https://www.sapporo-dome.co.jp/
入賞作品は10月中旬頃にウェブサイトで発表

011-850-1000

札幌ドーム（豊平区羊ケ丘1）

福山桂子第３回陶展「広島」1945.8.6
2020年8月15日(土)～2021年8月14日(土)

無料

WEBにて開催http://keikofukuyama.com

keikofukuyama@hotmail.co.jp

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（受講）：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、オンライン受講コース定員無し

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

技巧派！
6月29日(火)～8月6日(金)※土日祝日休館

無料
10:00～18:00※最終日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

建設工事現場の壁を彩る会
6月23日(水)～10月31日(日)建設工事が終了し、壁が撤去され次第終了します。

無料
野外ギャラリーのため、天候が著しく崩れる際には展示作品を一時避難させる可能性があります。

Hof.水車町（会場は豊平区水車町3丁目2） 080-4509-7992

貝殻旅行　三岸好太郎・節子展
6月26日(土)～9月1日(水) 開館時間／9:30～17:00（入館は16:30まで） 休館日／月曜日※8月9日(月・振休)は開館、 8月10日(火)は休館

カッコ内は前売および10名以上の団体、リピーター、アート・ギャラリー北海道相互割引料金。
一般1100（900）円、高大生600（400）円、中学生300（200）円、小学生以下無料。 北海道立三岸好太郎美術館（中央区北2条西15丁目）

011-644-8901

開館40周年記念展　宮の森　この地が生んだ美術
7月13日(火)～8月31日(火) 休館日／月曜日※8月9日(月・振休)は開館、 8月10日(火)は休館
10:00～17:00最終入館は16:30まで 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

一般 500(400)円、高大生 300(250)円、中学生以下 無料、65歳以上 400(320)円 ※カッコ内は10名以上の団体料金

へそまがり日本美術　禅画からヘタウマまで
【前期】7月17日(土)～8月9日(月)、【後期】8月11日(水)～9月1日(水)

 一般：1600(1400)円、高大生：800(600)円、中学生：600(400)円 小学生以下無料(要保護者同伴)※カッコ内は前売りと10人以上の団体料金
休館日／月曜日※8月9日(月・振休)は開館、 8月10日(火)は休館　開館時間／9:30～17:00 金曜日は19:30まで（入場は各閉館時間の30分前まで）

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

011-210-5731

コレクション・ストーリーズ　「エコール・ド・パリ」
7月17日(土)～9月1日(水)休館日／月曜日※8月9日(月・振休)は開館、 8月10日(火)は休館

詳しくはHPでご確認ください。
開館9:30～17:00 金曜日は19:30まで（入場は各閉館時間の30分前まで） 北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

011-644-6882

一般510円、高大学生250円、65歳以上・中学生以下などは無料

アート×コミュニケーション＝キース・へリング展
7月17日(土)～9月26日(日)

一般1500（1300）円、高大学生800（600）円、小中学生500（300）円、65歳以上1300（1100）円　※カッコ内は20名以上の団体料金
9:45～17:30 ※9月は17:00まで、入館は閉館30分前まで

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）
詳しくはHPでご確認下さい　https://artpark.or.jp/

011-591-0090

色絵師達乃豪華絢爛 2021
7月24日(土)～8月8日(日)木曜、金曜休館

無料
10:00～18:00

悠遊舎ぎゃらりぃ SAPPORO

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

展覧会「藤沢レオ：Sculpture of Place 柱の研究」
7月22日（木）～8月29日（日）

無料
9:00～17:00

モエレ沼公園　ガラスのピラミッド2階スペース2他

011 -790-1231
東区モエレ沼公園1-1

小田啓介　作品展「絵描きと犬」
7月28日(水)～8月2日(月)

無料
11:00～18:00

カフェ+ギャラリー オマージュ

011-232-3980
中央区南1条西5丁目プレジデント松井ビル1F

びょういんあーとぷろじぇくと19-21　vol.3『はな・うた・さんぽ』展
5月31日(月)～10月1日(金)

無料
12:00～18:00

札幌ライラック病院1階待合室と通路など

hpj2021@hinoma.com
豊平区豊平6条8丁目2-18

連載完結記念　約束のネバーランド展
7月31日(土)～8月16日(月)

グッズ付入場券2100円、一般1300 円、中高生900 円、小学生600 円、前売は各200円引き、小学生未満無料
10:30～19:30（最終日17:00まで）※最終入館は閉館30分前まで

丸井今井 札幌本店大通館9階催事場

011-214-5242

中央区南1条西2丁目

2021. mon8.2 sun8.22
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■ 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〉
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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拡大防止のため、2021年7月22日から当面の間、休館し
ております。今後の状況次第では休館延長となる場合もございます。



神田絵里子　風景画展　ふるさとの自然・春夏秋冬
8月4日(水)～8月16日(月)※定休日:火曜

無料 ※カフェのためワンオーダーお願いします
10:00～21:00※土日月は19:00まで、最終日は17:00まで

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

子どもとおとなのデッサン教室
8月6日(金)　10:00～12:30

定員10名（子どもは定員に達しましたので、大人のみ募集中）
小・中学生1200円　大人1500円（材料費込み）

本郷新記念札幌彫刻美術館記念館

011-642-5709
中央区宮の森4条12丁目

豊平館で七夕
8月7日(土)～8月8日(日)

【観覧料】個人：300円 団体（20人以上）：270円 年間パスポート：500円 中学生以下：無料
9:00～17:00

豊平館

011-211-1951
中央区中島公園1-20

まちのこそだて研究所gurumi オンラインサロンvol.6 おうち時間でつくったもの みんなで見せっこ！つくりあいっこ！ withぶっとびアート2  
8月9日(月) ※受付期間：8月6日(金)12：00まで【要申込】

無料
9:00～10:30　オンライン開催（Zoomを使用）

下記HP内の申込フォームから申し込み

info@machi-gurumi.com
http://machi-gurumi.com/event/210809/

佐藤正人イラストレーション展「北の風景」
8月11日(水)～8月16日(月)

無料
11:00～18:00 ※初日15：00～、最終日17:00まで

カフェ+ギャラリー オマージュ

011-232-3980
中央区南1条西5丁目プレジデント松井ビル1F

八代千里・本田　滋　　二人展
8月14日(土)～8月27日(金)

無料
8:45～21:00 ※最終日13:00まで

北海道銀行札幌駅前支店ATMコーナー道銀ミニギャラリー

090-6990-1221
中央区北4条西3丁目

全日本吹奏楽コンクール第66回北海道予選札幌地区大会
8月3日(火)・4日(水)・5日(木)・7日(土)・8日(日)

全席指定2000円
開演：3日・4日 9:45、5日 10:00、7日・8日 12:00

札幌コンサートホールKitara 大ホール

080-8290-5724
中央区中島公園1-15

紺野 愛 定期ライブ「アトリエ 小さな部屋 vol.13」
8月21日(土)

2000円(ゆずサイダー付き)　※定員10名様まで
開場18:15/開演18:30

多目的喫茶店アイビィ

090-1645-8392
中央区北1条西18丁目市田ビル2F

南米民族楽器とピアノの再会　福井岳郎＋太田亜紀子コンサート
8月7日(土)

一般:前売2500円　当日3000円
開場13:30/開演14:00

奥井理ギャラリー

090-9515-7229
中央区旭ヶ丘5-6-61

小野寺あい リサイタルシリーズ Vol.2 music in art～バルトークが見つめたハンガリー音楽～

一般2500円、学生1500円　※10月23日(土)の第2回公演との通し券は一般4000円、学生2000円
開場14:30/開演15:00
8月9日(月) 渡辺淳一文学館（中央区南12条西6丁目414）

music.in.art.piano@gmail.com

SIT Band　ー　札幌国際情報高校吹奏楽部第26回定期演奏会
8月10日(火)

全席指定　S席2000円、A席1800円
開場17:30/開演18:30

札幌文化芸術劇場 hitaru

sitband.c+26@gmail.com
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

G.むさしの新人演奏会2021
8月12日(木)

全席自由　2000円（当日券販売未定）、入場予定数150人
開場18:30/開演19:00

札幌コンサートホール Kitara小ホール

080-5589-1079
中央区中島公園1-15

北海道桐朋会35周年記念コンサート～つなぐ音、つなぐ心～
8月14日(土)

一般：前売3500円、当日4000円（当日券販売未定）
開場14:30/開演15:30

札幌コンサートホール Kitara小ホール

011-520-1234
中央区中島公園1-15

BON Festival Orchestra 第3回演奏会
8月15日(日)

全席自由1000円
開場17:00/開演18:00

札幌市教育文化会館大ホール

bon.festival.orchestra@gmail.com
中央区北1条西13丁目

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.５　日本のピアノ曲
8月15日(日)

入場料【一般】2000円 【学生】1000円
開場18:30/開演19:00

札幌市時計台ホール

090-3393-4245
中央区北1条西2丁目時計台内

札響夏休みスペシャル2021 アキラさん×札幌交響楽団
8月15日(日)

おとな（高校生以上）2000円、こども（中学生以下）1000円、 ひざ上親子席 2500円（高校生以上1名＋3歳以下1名）、当日券販売未定
【午前の部】11:00開演（10:00開場）、【午後の部】14:30開演（13:30開場）

札幌コンサートホールKitara大ホール（中央区中島公園1-15）

011-520-1771

川本嵐×奥田舞　Piano Duo Concert
8月21日(土)

PayPay若しくは銀行振込で事前決済後に予約完了となります。 先着順で30名限定です。 詳しくはお問い合わせください
15:00～16:50 開場14:30/開演15:00

奥井理ギャラリー（中央区旭ヶ丘5-6-61）
070-3515-9370 mai.andante2020@gmail.com

未来の音楽家コンサート～北海道出身の音大生・音大卒業生による～
8月21日(土)

一般1000円　高校生以下800円
第1部 11:00開演　第2部 15:00開演（いずれも30分前開場） ※各部80名まで

エルムホール〔エルム楽器内〕（手稲区西宮の沢3条2丁目1-8）

011-350-1113

森の響フレンド名曲コンサート～ジプシー音楽に魅せられて～
8月21日(土)

SS席：5000円　S席：4000円　A席：3000円　U25割(未就学児除く・A席)：1200円
開場13:00/開演14:00

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

響の質感  vol.2  －撥弦・打弦・擦弦の融合－
8月21日(土)

一般:前売2500円当日3000円
開場13:30/開演14:00

札幌豊平教会礼拝堂

0570-00-3871
豊平区豊平6条3丁目5-15

一時間のクラシック　Vol.4 プリズム
8月21日(土)

一般：前売2500円　当日3000円　学生1500円
開場13：30/開演14:00

きたこぶしホール

pianoplanning@gmail.com
中央区北4条西6丁目3-3六花亭札幌本店10F

Autumn Classic Concert
受付期間：5月1日(土)～8月31日(火)　※当日券販売未定

全席自由2800円(前売料金)
開催日：9月1日(水)開場18:20/開演19：00※未就学児入場不可

札幌コンサートホール Kitara 小ホール

090-4879-0292
中央区中島公園1-15

〈募集〉第1回　さっぽろWEB声楽コンクール
応募期間：4月20日(火)～8月31日(火)※撮影の必要な方は、8月14日(土)締め切り 詳しくはHPまでhttps://piccolopalco.com/

参加費：撮影不要7000円、要撮影（ピアニスト不要）10000円、要撮影（要ピアニスト）15000円
YouTube配信：9月4日(土)～9月13日(月)　結果発表：9月15日(水)　ガラコンサート：9月23日(木)14:00～

piccolopalco2020@gmail.com

ジブリの思い出がいっぱい ～オーケストラによるドリームコンサート～
8月22日(日)

大人:4800円　こども（3歳以上小学生まで）：2800円　全席指定（消費税込）※2歳以下のお子様の入場不可。
13:00～15:00 開場12:15/開演13:00

札幌文化芸術劇場 hitaru

0570-00-3871

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

音夢の会 朗読会
8月5日(木)※先着50名

入場料:1200円
開場13:30/開演14:00

渡辺淳一文学館

011-685-1362
中央区南12条西6丁目414

札幌演劇シーズン2021-夏　きまぐれポニーテール公演 「King of Rock’n Roll」
7月31日(土)～8月7日(土)

全席自由　[一般] 3000円　[学生] 1500円　未就学児童入場不可
8月2日(月)～8月6日(金) 19:30開演　8月7日(土) 13:00/17:00開演　※開場は開演時間の40分前です

演劇専用小劇場 BLOCH（中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F）

080-4042-5510

noisieeeee ⇄ project 第1回公演『ウミをたゆたう』
8月6日(金)～8月9日(月)

一般:2000円、応援チケット2500円、 公演TEEシャツ付きチケット5000円 ※TEEシャツについて詳しくは公式HPをご覧ください
開演 6日(金)18:30　7日(土)15:00　8日(日)12:30/15:30　9日(月)14:00　※いずれも20分前開場

&vogue gallery2階（中央区南3条東2丁目6-2）

noisie.pj@gmail.com

2021Short Directions Summer
8月7日(土)～8月11日(水)※8月10日を除く

一般1200円（座席数が限られるためお早めにご予約を）、配信チケット1000円
開演 7日(土)19:00、8日(日)・9日(月)14:30・19:00、11日(水)20:00　※いずれも30分前開場

studio Mk-Boo!（東区北25条東16丁目1-2ステラ元町ビル3階）

090-9438-4195

朗読と音楽のgroup　KOMOREBI　第7回公演
8月8日(日)

一般:当日1000円、定員30名
開演15:00

ノースエイム3階

090-2076-7010
北区北18条西5丁目2-12

札幌演劇シーズン2021-夏　ELEVEN NINES公演「プラセボ／アレルギー」
8月7日(土)～8月14日(土)

【開演】7日(土)18:00、8日(日)14:00/18:00、9日(月)19:30、10日(火)14:00/19:30、11日(水)19:30、12日(木)14:00/19:30、13日(金)19:30、14日(土)14:00/18:00 ※開場は開演時間の40分前です
全席自由 [一般]3000円 [学生]1500円 未就学児童入場不可 西区八軒1条西1丁目2-10 ザ・タワープレイス1F

生活支援型文化施設 コンカリーニョ

011-252-9473

コサト公園vol.2『夕立やんで蝉しぐれ』
8月8日(日)～8月9日(月)

一般1500円、25歳以下1000円、高校生以下500円   　
1回目 15:00　2回目 19:00　※いずれも30分前開場

カタリナスタジオ

090-9757-3371
北区北10条西2丁目18-1

札幌演劇シーズン2021-夏・サテライトプログラム「ぐりぐりグリム　ねむり姫」
8月12日(木)～8月13日(金)

【5歳～高校生】800円 【一般】1500円 ※日時指定・全席自由・税込 ※10名様以上団体割引あります。
開演12日(木)14:00、13日(金) 11:00 ※開場は開演の30分前（各回定員100名）

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

011-723-5911

おしりたんていミュージカル　むらさきふじんのあんごうじけん　北海道公演
8月13日(金)

税込・全席指定3500円　
開演12:00、15:00　※いずれも30分前開場

カナモトホール（札幌市民ホール）

011-622-9999
中央区北1条西1丁目

札幌演劇シーズン2021-夏・サテライトプログラム　弦巻楽団#36　1/2「出停記念日」
8月13日(金)～8月15日(日)

一般:2000円　高校生以下無料 ※要予約
開演 13日(金)19:00 、14日(土)14:00/18:00、15日(日)13:00/17:00 ※開場は開演の30分前

サンピアザ劇場（厚別区厚別中央2条5丁目7-5）

090-2872-9209

さっぽろ市民寄席　平成開進亭　納涼寄席
8月15日(日)

料金：1000円（未就学児入場不可）※入場予定数50人（予定）
開場13:30/開演13:45

札幌市教育文化会館　研修室403

080-7000-6403
中央区北1条西13丁目

札幌演劇シーズン2021-夏　もえぎ色公演「BIG Singer Glorious」
8月14日(土)～8月21日(土)

【開演】14日(土)14:00/18:00、15日(日)11:00/15:00、16日(月)13:00/18:00、17日(火)～20(金)18:00、21日(土)11:00/15:00 ※開場は開演時間の40分前です
全席自由（予約必須） 未就学児無料　[一般] 3000円　[学生] 1500円

北海道立道民活動センター かでる2・7（中央区北2条西7丁目）

080-5585-0560

アートプログラム2021　第1回バレエ「シンデレラ」見どころ・聴きどころ
受付期間：7月20日(火)～8月13日(金)　

500円　定員170名　全席指定
開催日：9月10日(金)開場18:30/開演19:00　

札幌文化芸術劇場 hitaru

011-741-3681
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

ジャズサロン・プランナー育成講座
申込期間：5月25日（火）～9月1日（水）　　

受講料：3000円（税込）（8回分）
受講期間：6月25日（金）～12月6日（月）18:30～20:30

※ジャズサロン　12月2日（木）、12月6日（月）

札幌文化芸術交流センター SCARTSコートほか

011-592-4125

中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ
予約
申込

予約
申込

〈参加グループ募集〉札幌市民芸術祭 市民合唱祭
応募期間：7月27日(火)～8月3日(火)必着※郵送のみでの受付

参加料：第1部10月17日（日）1人300円、第2部10月16日（土）1団体3000円
応募多数の場合は抽選、HPより参加申込書をダウンロード（https://www.kyobun.org/fes_event.php?gid=3）

札幌市教育文化会館 大ホール(中央区北1条西13丁目)

011-271-5822

予約
申込

2021レッツ・トライ・ダンシング
5月1日(土)～9月30日(木)第1期：5月1日～6月30日  第2期：8月1日～9月30日
参加無料　1回60分。全6回。開催教室により日程が異なります。

011-758-2622札幌市内は中央区、東区、西区、北区、白石区で開催

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

予約
申込
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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2021年7月28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。
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一人一人の基本的感染対策
感染防止の3つの基本　①身体的距離の確保　②マスクの着用　③手洗い
□人との間隔は、できるだけ2m（最低1m）空ける
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける
□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
ただし、夏場は、熱中症に十分注意する

□家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える。シャワーを浴びる
□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする

新型コロナウイルスの感染を防ぐために

クラアク芸術堂特別公演『エダニク』
8月18日(水)～8月22日(日)

料金 一般 2000円　学生 1000円
【開演】18日(水)～20日(金)20:00、21日(土)15:00/19:00、22日(日)15:00 ※いずれも30分前開場

カタリナスタジオ（北区北10条西2丁目18-1）

090-9757-3371

北海道寄席　第15回札幌福北寄席　春風亭柏枝・春風亭弁橋兄弟会
8月20日（金）

前売2500円　当日2800円（完売の場合は当日券なし）
開場18:30/開演19:00、未就学児入場不可

札幌市時計台ホール

03-5909-3080
中央区北1条西2丁目時計台内

～よみがえる縄文の鼓動～歌劇「ノンノ」
8月22日(日)

B席：4000円（自由席）※教文ホールメイト500円割引
14:00～16:30 開場13:00/開演14:00

札幌市教育文化会館大ホール

080-8757-0630
中央区北1条西13丁目

続ーかぞく∴3人展（福井はな・山本みと・鵜坂愛里紗）
8月3日(火)～8月28日(土)※日月定休日

無料
11:00～17:00最終日15:00まで

openhartistarinco000@gmail.com

ギャラリー＆カフェ樹々
北区北35条西4丁目1-1サトービル1F

【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

サッポロデジタルフォトクラブ写真展
8月6日(金)～8月11日(水)・8月20日(金)～8月25日(水) ※8月13日(金)～8月18日(水)は休館

無料
10:00～18:00

011-241-7170

富士フイルムフォトサロン札幌
中央区大通西6丁目1富士フィルム札幌ビル1階

三人の書展 -「荒野へ」を書く-
8月10日(火)～8月15日(日)

無料
10:00～18:00最終日は16：00まで

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

〈作品募集〉北海道遺産フォトコンテスト2021
募集期間：9月30日(木)まで（当日必着）※応募方法はHPをご確認ください。http://www.hokkaidoisan.org/

無料
入選作品は北海道遺産HPで発表

info@hokkaidoisan.org
主催：NPO法人北海道遺産協議会

〈作品募集〉第49回中学生作文コンクール
応募期間：7月1日(木)～9月22日(水) ※当日消印有効 ※応募方法はHPをご確認ください。https://www.hbc.co.jp/radio/essay/

無料
発表：2022年1月4日付「毎日新聞全道版」朝刊紙上（予定） 表彰式：2022年1月5日～13日（予定）

011-232-5851

第40回記念書究院展　第6回書究文化展
8月18日(水)～8月22日(日)

会場への入場料は無料
10:00～18:00最終日は15:00まで

札幌市民ギャラリー

011-662-5795
中央区南2条東6丁目

〈作品募集〉第16回北海道小・中・高生短歌コンテスト
受付：7月1日（木）～9月7日（火）必着、審査結果発表10月28日（木） 主催者ホームページ上で発表

無料
作品展示：2021年12月4日（土）～2022年1月16日（日）9:30～17:00

011-511-7655
北海道立文学館（中央区中島公園1-4）

特別展「天災地変人禍に抗して　ー北海道の災害と文学ー」
7月13日(火)～8月22日(日)

一般:500（400）円　高大生:250（200）円　中学生以下・65歳以上無料 ※カッコ内は前売りと10人以上の団体料金
9:30～17:00（展示室入場は16:30まで）、月曜休館　※8月9日(月)は開館し8月10(火)に休館

北海道立文学館特別展示室（中央区中島公園1-4）

011-511-7655

〈募集〉2021年度 福祉住宅・福祉小規模集合住宅 バリアフリー建築助成
応募期間：5月1日(土)～11月30日(火)（必着）年1回公募

無料
福祉住宅建築を助成金（5～30万円）で支援

原則として2020年12月以降に工事が完了した物件

011-613-7551
http://www.normalize.or.jp

老いと向き合う　part５
8月6日（金）

通し2500 円（単発600 円）　※次回9月3日（金）で最終回
14:00～16:00

さっぽろ自由学校「遊」

syu@sapporoyu.org
中央区南1条西5丁目愛生舘ビル5Ｆ

将棋日本シリーズ　JTプロ公式戦　北海道大会
受付期間：7月5日(月)～8月12日(木)　当日受付なし　申込多数の場合は抽選

無料
開催日：8月28日(土)開場13:10/開演15:00

03-5166-0290
シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ（北区東茨戸132）

テーブルマークこども大会
受付期間：7月5日(月)～8月10日(火)    申込多数の場合は抽選

無料 ※将棋が指せる小学生以下であること。
開催日：8月28日(土)10：00開会、受付9：00～10：00

シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ（北区東茨戸132）

0570-077-644

MS Of f iceでイラスト作成
受付期間：8月2日(月)～8月20日(金) ※8月7日(土)～8月15日(日)は夏期休業となり、受付出来ない場合がございます。

3000円
開催日程：9月2日(木)・9月9日(木)の全2回、各18:30～20:00（開場18:00）

011-385-4427

北海道情報大学　松尾記念館2階　実習室2（江別市西野幌59番2）

いまを生きるために～世代を繋ぐ応援謌Vol.2
受付期間：5月18日（火）～9月5日（日）

【一般】5300(4800)円 【小中学生】3000(2500)円 【オンライン+録画視聴】4500円（録画のみも同料金）※カッコ内は前売料金
開催日時：9月5日(日)13：00(開場12：00)※未就学児入場不可

サンピアザ劇場

heartarthh@yahoo.co.jp

厚別区厚別中央2条5丁目7-5

スラッシュリーディングとフォニックス ～英語を速く正確に読むテクニックと正しく発音するための基礎知識～
受付期間：8月16日(月)～8月27日(金) 

500円 ※定員15名
開催日程：9月11日(土) 9:30～11:30（開場9:00）

北海道情報大学　松尾記念館1階　実習室1
江別市西野幌59番2

丘珠あおぞら市2021
【開催日時】8月14日（土）28日（土）・9月11日（土）25日（土）

無料
9:00～12:00まで営業

090-9510-4976

（株）Jファーム札幌工場 直売所「ピリカ札幌」駐車場内
東区丘珠町847番地

〈作品募集〉2021年度 第26回　小中学生による「安全・快適アイディア」コンテスト
応募期間6月1日(火)～10月31日(日)※必着
※展示は2022年1月予定
無料

札幌市内

011-613-7551
公益財団法人ノーマライゼーション住宅財団に提出

〈募集〉SAPPORO CITY JAZZ 2021　ボランティアスタッフ（冬期活動）
受付：10月20日(水)まで

無料
活動期間：11月～3月（主に12月）

011-592-4125
https://sapporocityjazz.jp/jazz-savers/
ホームページの応募フォームよりご応募ください。

リアル脱出ゲーム「時限爆弾からの脱出」
8月20日(金)～9月12日(日)※期間中、毎週金・土・日曜日に開催。
有料。開催日・時間は日程により異なります。
詳しくは公式HPをご確認ください。https://realdgame.jp/news/

リアル脱出ゲーム札幌店（旧アジトオブスクラップ札幌）

011-522-8777
中央区南1条西4丁目13日之出ビル 8F

予約
申込

夏を楽しむ！白い恋人パークでプチバカンス
7月1日(木)～8月31日(火)

おとな【高校生以上】 800（500）円、こども【4歳～中学生】 400（300）円、3歳以下無料 ※カッコ内は札幌市民料金、団体料金
10:00～17:00（チケットは、16：00までお買い求めください）

白い恋人パーク

011-666-1481

西区宮の沢2条2丁目11-36

011-385-4427

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

書

道
・
文

学
・
写

真

３

※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。　※ご覧の情報は2021年7月28日時点の情報を元に作成しております。

そ
　
の
　
他

舞
台
芸
術

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。




