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9.5

9.18

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。
JOZANKEI NATURE LUMINARIE

＜参加者募集＞The Act of Painting ”直感” 紙の作品 ワークショップ 心とカラダ・色とカタチを使って、遊ぼう！

南区定山渓温泉西4 二見公園〜二見吊橋

6月1日(水)〜10月23日(日)
18:00〜21:00

011-598-2012

無料（入場対象：宿泊者限定）

# さっぽろきちゃったスタンプラリー

【募集期間】8月20日(土)10：00〜9月10日(土)
【開催日】9月10日(土)14:00〜16:00

info@bros-inc.jp

北川智浩 作陶展

8月30日(火)〜9月11日(日）定休日：毎週月曜日

詳しくはHPをご確認ください。https://sapporoikitaicampaign.jp/campaign.html#campaign

観

無料 ※位置情報（GPS）機能付きのスマートフォンまたはタブレットでご参加頂けます

11:30〜18:00（木曜日は13:00〜18:00）
無料

011-281-6400

札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年記念 さっぽろオータムフェスト2022

水彩二人展 Water 小谷 良 × 柴垣 誠

大通公園4丁目〜8丁目、10丁目、11丁目、創成川公園狸二条広場(特別会場)

9月9日(金)〜10月1日(土)

8月31日(水)〜9月5日(月)

光

10:00〜20:30（ラストオーダー20:00） 特別会場11:00〜20:00（ラストオーダー19:45）
各会場での案内等はHPをご確認ください。https://www.sapporo-autumnfest.jp/

永山まつり 2022

中央区北2条東6丁目2旧永山邸

10:30〜15:00

11:00〜18:00（最終日16:00まで）
無料

011-232-0450

札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮

9月10日(土)

無料 詳しくはHPをご確認ください。https://sapporoshi-nagayamatei.jp/announce̲220910nagayamamatsuri/

佐藤真康作品展 − スケッチブック 2 −

8月31日(水)〜9月5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

北区東茨戸132

4月6日(水)〜2023年3月31日(金)

8月31日(水)〜9月12日(月) 定休日：9月6日(火)

予約

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）

申込

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
北一ヴェネツィア美術館（小樽市堺町5-27）

9:00〜17:30（最終入場は17:00まで）※最終日は16:00まで（最終入場は15:30まで） 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となります。
011-850-1000

＜作品募集＞第12回 札幌ドーム
「こども絵画展」

【開催日】10月下旬〜12月上旬（予定） 札幌ドームに展示

【応募先】株式会社札幌ドーム
「こども絵画展」係
【応募先住所】豊平区羊ケ丘1

無料 応募要項・方法等詳しくはHPをご確認ください。https://www.sapporo-dome.co.jp/kaiga2022/

＜参加者募集＞つながるArt 〜脳が喜ぶ！心が笑う！体のリフレッシュ!〜 ワークショップ
札幌市民交流プラザ2F

【募集期間】7月15日(金)〜9月5日(月)

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

【開催日】9月10日(土) 10:00〜11:30

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

無料 定員14名

090-7653-1161

銀の匙 Silver Spoon 展

9:45〜17:00（最終入場は16：30まで）

予約

ミーティングルーム1

申込

011-591-0090

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）

一般700(600)円 高校・大学生450(350)円 小・中学生250(150)円 ※（ ）内は20名以上の団体料金
※65歳以上の方600(団体480)円 ※小学生未満無料

※障がい者手帳をお持ちの方は提示いただくと本人と付き添い1名が無料。
011-621-7000

【特別展】1920's−1930's 三岸好太郎が生きた時代

7月16日(土)〜9月25日(日) 休館日：月曜日、9/20(火)[9/19（月・祝）は開館]
9:30〜17:00（最終入場は16:30まで）

一般 610(500)円 高大生 360(250)円 小中生 250(200)円

北海道立三岸好太郎美術館（中央区北2条西15丁目）

※( )内は10名以上の団体料金、
リピーター割引等あり

横山文代プレミアム絵画展2022

7月20日(水)〜10月23日(日) 休館日：10月23日(日)以外の土・日・祝・月曜日

12:00〜17:00
無料

011-206-7338

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）
ミニギャラリー
北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

モントペペリ個展『右手にある虹』

9月1日(木)〜9月14日(水) 定休日：日曜・祝日

【月〜金】9:00〜22:00【土】9:00〜21:00
無料

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

0134-33-1717

ヴェネツィアガラスの水族館 −きらめく 海の宝石−

【募集期間】7月1日(金)〜9月19日(月・祝)必着

無料

011-211-4366

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）

5月24日(火)〜9月5日(月)

10:00〜18:00（最終日16:00まで）

011-231-1330

料金等詳しくはHPをご確認ください。https://sauna-city-sapporo.com/

シンクスクールジュニア

佐野妙子個展 〜日々ノイロ〜

シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ

各日 第1部 11:00〜16:00 第2部 16:00〜21:00

北都館 絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」☆百花繚乱☆
9月1日(木)〜9月15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

羊男切絵作品展『再訪』

9月1日(木)〜9月15日(木) 定休日：日曜・月曜日 ※9月7日(火)臨時休業
20:00〜25:00

9月2日(金)〜9月12日(月)

9:00〜17:00（最終日は15:00まで）
無料

ナイーブに近い小さなポエム

8月11日(木・祝)〜10月2日(日) 休館日：毎週月曜・火曜・水曜日

011-233-1029

HOKUBU記念絵画館（豊平区旭町1丁目1-36）

予約

※70分ごとの時間別予約制 ①10:00〜11:10 ②11:10〜12:20 ③12:20〜13:30 ④13:30〜14:40 ⑤14:40〜15:50 ⑥15:50〜17:00
一般(小学生含む)700円 ※小学生未満無料 ※障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名も同料金）500円

札幌LGBTQ映画祭2022

【受付期間】8月19日(金) 〜9月11日(日)

サツゲキ シアター4（中央区南2条西5丁目6-1 狸小路5丁目内）

【開催日】9月11日(日)第1部 開演12:30開場12:00 第2部 開演17:00開場16:30
各部 一般 1500円 学生 1000円 ペア割2枚 2000円 定員340名

申込

narubesa.ally@gmail.com

予約

申込

中央区南1条西5丁目16-23プレジデント松井ビル100 1F
090-9520-5374

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

茶廊法邑 C室

東区本町1条1丁目8-27
011-785-3607

珈琲淹REFINED ギャラリー

白石区菊水8条2丁目1-34
080-7034-8489

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

BAR＆GALLERY 卍

011-839-0461

中央区南5条西6丁目9-3ニュー桂和ビル8F

北海道立道民活動センター かでる2・7 1F 展示ホール
中央区北2条西7丁目
011-522-5167

011-644-6882

【前期】9月3日(土)〜10月2日(日）
【後期】10月4日(火)〜10月30日(日) 休館日：9/19と10/10を除く月曜日、9/20と10/11
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1800(1600)円 高大生1000(800)円 中学生700(500)円 ※（ ）内は10名以上の団体、リピーター割引料金 ※小学生以下(要保護者同伴)など無料

【近美コレクション】
『北の美のこころ』
を携えて

9月3日(土)〜11月7日(月) 休館日：9/19と10/10を除く月曜日、9/20と10/11
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A

011-644-6882

中央区北1条西17丁目

一般510(420)円 高大生250(170)円 中学生以下など無料 ※( )内は10名以上の団体料金 ※法隆寺展との共通券もございます。

北海道の福祉とアートVol. 9「わたしだけの記号」
9月6日(火)〜9月30日(金）休館日：土曜･日曜･祝日
10:00〜18:00（最終日16:30まで）
無料

9月7日(水)〜9月10日(土)

011-822-0306

ビストロカフェ+ギャラリー オマージュ

【特別展】国宝・法隆寺展

10:00〜18:00

無料

011-613-1112

第9回かでるマンスリー展示「サークル北こぶし水彩会」

9:00〜15:00

中央区大通西4丁目1道銀ビル1F

中央区北1条西28丁目2-17

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。DM持参か展示を見に来たと店主に伝えると１ドリンクサービス

土田 健 作陶展 〜月山の麓 大井沢焼〜

北海道銀行本店営業部 ロビー

工芸ギャラリー愛海詩(えみし)

【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

道銀文化財団 ARTIST BANK 2022 荒井善則 展 場の氣ー彩センの行方
8月2日(火)〜9月30日(金) 休館日：土曜・日曜・祝日

申込

【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

サウナの街サっぽろ〜Sauna City Sapporo〜 at シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ
9月17日(土)〜9月25日(日)

予約

080-8037-2283

会場：モエレ沼公園 ガラスのピラミッド2F スペース2

参加費1500円 参加対象 5歳〜小学6年生 定員20名 ご予約はメール（ mail@mayakonakamura.jp ）でお申込みください。

札幌の対象スポットを訪問してデジタルスタンプを集めよう！

7月15日(金)〜10月31日(月）

TAOP 中村

無料

The Act of Painting ”直感” 紙の作品
9月7日(水)〜9月16日(金)
10:00〜18:00
無料

第34回 北海道篆刻協会展
9月8日(木)〜9月13日(火)

10:00〜18:00（最終日17:00まで）
無料

NAKAHARA DENKI Free Information Gallery

中央区北2条西2丁目29-1札幌ウイングビル1F
011-261-6511

香老舗 松榮堂 2Fホール

中央区南8条西12丁目3-6
011-561-2307

TAOP 中村

会場：モエレ沼公園 ガラスのピラミッド2F スペース2
080-8037-2283

道新ぎゃらりー 全室

中央区大通西3丁目6道新ビル大通館7F
050-3554-7371

１

細井厚子 万華鏡展「現れるもの 消えてゆくもの」
9月8日(木)〜10月4日(火) 定休日：毎週水曜日 ※9月20日(火)は臨時休業

011-615-2334

吉塚栞里ピアノリサイタル 〜ドイツへの旅立ち〜

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

9月8日(木)

開演19:00 開場18:30

月〜土12：30〜22：00 日・祝12：30〜21：00 ※時短営業中［フードLO. /20:00(日祝 19:00)・ドリンクLO. / 21:00(日祝 20:00)］

ミニ土器を作ろうワークショップ
9月10日(土)

10:00〜17:00

4500円（材料費+山菜土器なべ料理付き） 定員20名

虹のしっぽ ほっぺた館

開演19:00 開場18:30

開演10:20 開場10:00
無料

spav88m9@fuga.ocn.ne.jp

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）憩いの空間（中央区北3条西3丁目・4丁目）

開演19:05 開場18:40

a̲cross44@yahoo.co.jp

9月10日(土)〜12月11日(日) 休館日：月曜日(9/19･10/10は開館し、9/20･10/11は休館)

前売 一般2500円 学生1500円 当日 一般3500円 学生2500円

第12回楽興の時 月に想いを馳せて

前売1200円 当日1500円 大学生・高校生700円

芸森アートマーケット2022
9月11日(日)

それいけ！クラシックConcert〜金曜だけどどうでしょう〜

TAOP 中村

080-8037-2283

Spinach!オータムコンサート2022 in 北海道

090-2051-0875

9:00〜17:00（最終日は16:00まで）
無料

011-633-6388

無料 事前申込不要・当日直接会場へ

一般1000円 ※未就学児の同伴はご遠慮ください。※チケットのご予約は、予約フォーム
（https://forms.gle/XrzWRFW
14NcgdyR7A）か吉野までメール（pxe05614@nifty.com）、
またはお知り合いの出演者に御連絡ください

秋のハープ Vol.6〜ポジティフオルガンとともに
9月10日(土)

らいらっく・ぎゃらりい（中央区大通西4丁目北海道銀行本店ビル1F）

13:00〜19:00（最終日は17:00まで）
無料

手織り＆シルバークレイ コラボ展
9月15日(木)〜9月17日(土)

10:00〜18:00（最終日は17:00まで）
無料

アコースティックな夕べ【 ソングバーズ音楽彩 】
ウクレレとギターと♪ハーモニー

011-684-2770

札幌市民ギャラリー 展示室内
中央区南2条東6丁目
011-271-5471

＜生徒募集＞美術講座プレミアム 受講生募集！

【応募締切】9月16日(金)必着

【開催日】9月29日(木)〜10月27日(木)10:00〜11:30

豊平区豊平3条1丁目1-12

9月18日(日) 10月2日(日)

11:00〜18:00（開催時間内の2時間）

【募集期間】8月1日(月)〜11月15日(火)

070-1056-8712

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

011-644-4025

【申込先】一般社団法人 北海道美術館協力会

予約

申込

【申込先住所】中央区北3条西18丁目2-7 新田ビル2F

080-5586-4400

予約

申込

【北海道地区大会】2023年1月22日(日)11:00開演

東京都港区新橋6-14-4 和田ビル5F

音

参加料10000円 詳しくはHPをご確認ください。http://www.guitarists.or.jp/daisuki1.html

北海道立近代美術館コンサート
「三輪主恭バリトンリサイタル 歌で聴く日本の情景」

【受付期間】8月29日(月)〜9月12日(月)

楽

【開催日】10月8日(土) 開演18:30 受付17:10

無料 先着予約制 100席限定 全席指定 近美コレクション鑑賞つき

050-3177-2344

ビー玉と木のおもちゃ アトリエマーブル

【申込先】公益社団法人日本ギター連盟

北海道立近代美術館 展示室A
中央区北1条西17丁目
011-233-1029

予約

申込

03-3438-1819

予約

申込

予約

申込

【野島稔よこすかコンクール 優勝記念】本堂竣哉ピアノ・リサイタル
9月5日(月)

開演19:00 開場18:30

全席自由 一般2000円 高校生以下1000円

ふきのとうホール

中央区北4条西6丁目3-3 六花亭札幌本店6F
090-5228-5708

090-2874-5368

無料

中央区南6条西3丁目1ニューオリンピアビル9F他

＜参加者募集＞第16回「ギター大好き みんな集まれギターコンペティション」

手稲区西宮の沢3条2丁目1-8エルム楽器内

北区新琴似8条11丁目

開演13:00

011-769-0506

製作体験者1名につき3000円 親子参加の付き添いの場合子ども料金のみ ※事前予約制

011-350-1113

エルムホール

新琴似中央公園

9月11日(日)

北区北7条西5丁目5

手稲区富丘5条2丁目5-27

中央区中島公園1-15

新琴似音楽祭

お子様お1人1000円 対象：小学生 パソコン・タブレット(スマートフォンも可)で参加できます。

ワークショップ「木のロボットをつくろう」

011-520-1771

全席自由(各部) 一般1000円 高校生以下800円 エルム楽器音楽教室生徒500円 ※通し券はございません。

ギャラリー 東洋 東洋カメラハウス内

お申込みURL https://www.kokuchpro.com/event/072a0d39340c6b4dc0757b3e881b76c5/

9月11日(日)開演13:00 開場12:20

【第1部】開演11：00 開場10：30【第2部】開演15:00 開場14:30

011-813-0515

オンライン開催

札幌コンサートホールKitara 大ホール

9月10日(土)開演17:00 開場16:20

9月11日(日)

3000円 (アルテピア会員の方は2500円) プレミアム講座全5回(毎週木曜日) 定員100名 ※申込方法 ホームページ(http://www.artepia.or.jp)または往復はがき

9月18日(日) 14:00〜16:00

札幌交響楽団 第647回 定期演奏会

第2回未来の音楽家コンサート

ギャラリー犬養1F ピアノのある洋室

●●オンライン｜おうちdeアート なりきりミイラ体験●●

info@mirai-es.com

無料

S席6000円 A席5000円 B席4500円 C席3500円 U25割(B,C)1500円※ ※1997年以降生まれの方が対象です。※未就学児の入場はご遠慮いただいております

【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
無料※カフェのためワンオーダーお願いします

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

北都館 絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」☆抽象画の世界☆
9月16日(金)〜9月30日(金) ＜9月20日(火)〜9月27日(火)はお休みとなります＞

時計台ホール

9月10日(土)

中央区大通西13丁目

瀟洒珈房 月織堂・珍問屋・薬酒BAR・bar＆gallery卍・BarClione・Blackrutile・神様LoungeL&P・魔法LoungeC&L の8店舗にて開催
入場無料 ワンドリンクオーダー必須

011-665-0675

全席自由 前売一般1800円 学生1000円 当日一般2000円 学生1500円 ※未就学児の同伴はご遠慮ください。

札幌市資料館 ギャラリ−1・2

アートフェスティバル閃

9月16日(金)〜9月30日(金) 各店の営業日時に準じる

札幌コンサートホールKitara 小ホール
中央区中島公園1-15

開演13:30 開場13:00

011-233-1029

伊東計画スクラッチアート展 マイワールドツアー「十年十色①」
9月14日(水)〜9月26日(月) 定休日：9月20日(火)

011-594-7151

札幌市教育文化会館 小ホール（中央区北1条西13丁目）

9月10日(土) 開演18:30 開場18:00

楽

開演14:00 開場13:30

２

アルス室内合奏団 第52回演奏会

南区芸術の森2丁目75

美術映画会『天才 レオナルド・ダ・ヴィンチの秘密』
9月14日(水)

055-242-9611

全席自由 4000円 要予約

札幌芸術の森美術館 工芸館前広場・美術館前広場 (屋外開催)

予約

申込

中央区南12条西6丁目414

開演13:30 開場12:50

9月13日(火)〜9月18日(日) 7:00〜11:00無人・ライトアップ展示 11:00〜17:00通常展示（入場可能）17:00〜20:00無人・ライトアップ展示

9月13日(火)〜9月19日(月・祝)

渡辺淳一文学館

9月10日(土)

北区北39条西5丁目3-5

渡邊賢治 絵画個展「Kenji ぼくのうた vol.15」

第三十八回一人一仏展

soreikeclassic@gmail.com

全席自由 一般3000円 学生1500円

麻生総合センター 麻生地区会館 2F

無料

中央区大通西6丁目3-1

開演18:30 開場18:00

入場料無料 ※出店（要申込）料金・申込方法等は芸森アートマーケットHPをご確認ください。https://geimori-artma.com/
9月12日(月)17:00頃〜20:00無人・ライトアップ展示

ザ・ルーテルホール

9月9日(金)

会場：モエレ沼公園 ガラスのピラミッド2F スペース2

音

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

11:00〜16:00

011-773-2362

3000円

「わが青春つきるとも ー伊藤千代子の生涯ー」上映会
①14:30〜16:00 ②18:00〜20:30

c.kigami.info@gmail.com

中央区南26条西8丁目3-30

開演16:00 開場15:30

The Act of Painting ”直感” 紙の作品 アーティストトーク加藤義夫×参加アーティスト

中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

Studio26

9月9日(金)

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）

一般 300(250)円 65歳以上 250(200)円 高大生 200(150)円 中学生以下無料 ※本展は札幌市文化芸術鑑賞促進事業により、半額料金になっています。※( )内は10名以上の団体料金

9月11日(日)

時計台ホール

9月9日(金)

011-642-5709

建築家上遠野徹と本郷新の宮の森のアトリエ

無料（申込不要）

011-622-9999

全席指定 S席9800円 A席7800円 B席5800円

9月10日(土)〜9月15日(木) 9月10日-11日地下歩行空間憩いの空間西側 9月12日-15日地下歩行空間憩いの空間東西

14:00〜15:30

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18:00

木上智保子マリンバリサイタルvol.2

9月11日(日)

札幌文化芸術劇場 hitaru

9月9日(金)

中央区北1条西13丁目

手作り雑貨＆雑貨マルシェ hand to heart pop up shop vol.6

10:00〜17:00

011-500-2188

ディズニー・アカペラ・コンサート
「ディカペラ」

札幌市教育文化会館 4F講堂

11:00〜19:00 無料

中央区中島公園1-15

全席自由 3000円

[一社法]日本映画テレビ技術協会 2022「キタ・ドキュメント」開催
9月10日(土)

札幌コンサートホールKitara 小ホール

9月8日(木)

予約

011-206-0804

011-822-6984

ミルテの会 第1回 記念演奏会『君は花の如く〜シューマン夫妻に捧ぐ』

申込

南区簾舞4条3丁目4-25

中央区中島公園1-20

1000円

無料※お一人様ワンオーダーお願いいたします。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。

豊平館

ヴァイオリン・チェロ2台によるコンサート
9月11日(日)開演18:30 開場18:00
9月12日(月)14:00〜16:00

クララの誕生日に寄せて
9月13日(火)

開演19:00 開場18:30
2000円

佐々木幸男コンサート
9月14日(水)

開演18:45 開場18:00
7700円

第六回 紫の會
9月14日(水)

開演14:00 開場13:30
全席自由 当日4000円

第二回 3歳までのおやこコンサート
9月15日(木)

豊平館【中央区中島公園1-20 】一般2000円 学生500円

モエレ沼公園ガラスのピラミッド【東区モエレ沼公園1-1】無料

第一部10:00〜10:40(先着5組)第二部11:00〜11:40(先着5組)

yukinonakazoe.info@gmail.com

ザ・ルーテルホール

中央区大通西6丁目3-1

yiu25957@nifty.ne.jp

ふきのとうホール

中央区北4条西6丁目3-3 六花亭札幌本店6F
011-799-4460

渡辺淳一文学館

中央区南12条西6丁目414
090-9519-1779

ササキホール

yurikago.concert2022@gmail.com

予約

中央区北1条西18丁目1-36ライオンズマンション近代美術館前1F

申込

親子1組 1500円 ※兄弟で参加の場合は上記に加えて一人あたり500円 ※4歳以上のお子様はご遠慮ください

ベートーヴェンさん、
こんにちは！2022 in 札幌
9月15日(木)

開演15:00 開場14:30

music@otomic-artist.com

札幌コンサートホールKitara 小ホール
中央区中島公園1-15

全席自由 おとな前売1500円 当日2000円 こども(2歳〜小学生以下)500円 ※0〜1歳は同伴のおとな1名につき、ひざ上鑑賞に限り1名無料 ※2歳以上は有料

サクソフォーン・オーケストラ Polaris Home Coming Concert 2022
9月16日(金)

開演19:00 開場18:00

全席自由 一般2000円 学生1500円 ※未就学児不可

札幌市生涯学習センター ちえりあホール
西区宮の沢1条1丁目1-10

s.o.p.information@gmail.com

知られざる名曲を求めてVol.2 ＜アレッサンドロ・スカルラッティ 器楽付き室内カンタータ＞
9月16日(金)

開演19:00 開場18:30

ふきのとうホール

中央区北4条西6丁目3-3 六花亭札幌本店6F

全席自由 一般前売3500円 当日4000円 大学生(30歳まで)以下2000円 ペア6500円(前売のみ)

※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8月31日時点の情報を元に作成しております。

050-5240-0345

011-709-4211

第19回 東京メトロポリタン・ブラス・クインテット 札幌公演

ザ・ルーテルホール

全席自由 一般3500円 高校生以下2000円 当日一般4000円 高校生以下2500円 ※3歳以上の未就学児入場可(無料)

髙橋節子 ソプラノリサイタル
9月17日(土)

中央区大通西6丁目3-1

開演18:00 開場17:30

シルクロード文化祭 馬頭琴コンサート 憧-めざすもの-

フリースペース＆カフェAMICA

9月17日(土)

090-4432-9204

予約

西区琴似2条3丁目共栄ビル4F

開演18:30 開場18:00

申込

第9回 竹々の会演奏会

真

3500円（要予約）打ち上げ 2000円(希望者は申込み時に予約願います。フォームに選択肢があります）http://www.shagaa.com/index.php/ticket

学 ・ 写

011-665-0675

全席自由一般3000円 学生2000円

9月9日(金)〜9月14日(水)

中央区中島公園1-15

道 ・ 文

開演19:00 開場18:30

フォトスマイル札幌写真展

書

札幌コンサートホールKitara 小ホール

9月17日(土)

渡辺淳一文学館

9月17日(土)

音

011-520-2000

札幌コンサートホールKitara 小ホール

楽

090-4432-9204

予約

フリースペース＆カフェ AMICA（西区琴似2条3丁目1-10共栄ビル4F）

9月18日
（日）

申込

【第一ステージ】開演14:00 開場13:30 【第二ステージ】開演18:00 開場17:30
各ステージ2500円 通し券4500円

http://www.shagaa.com/index.php/ticket

ウィステリアホール PREMIUM CLASSIC 18th 〜シューマン室内楽の年〜
ウィステリアホール

9月18日(日)

011-281-1001

中央区南1条西14丁目291-81ウィステリア南1条ビル地下1F

開演14:00 開場13:30

札幌コンサートホールKitara 大ホール

9月18日(日)

開演13:30 開場12:45

中央区北5条西25丁目1-12東和ビル3F

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F
011-206-7338

富士フイルムフォトサロン札幌

中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1F
011-241-7170

【前編】https://youtu.be/I9SLsrKxJBw

【後編】https://youtu.be/rdD3NBW96BY
011-271-5822

011-272-0501

かでる2・7（中央区北2条西7丁目）

予約

13:30〜15:00、定員20名（先着順）

令和5年札幌市民劇場公演企画募集
会場使用料等の一部として助成金を交付いたします。

申込

011-271-5822

【応募先】札幌市民芸術祭実行委員会事務局「札幌市民劇場」係

予約

申込

【応募先住所】中央区北1条西13丁目札幌市教育文化会館内

応募方法等詳しくはHPをご確認ください。https://www.kyobun.org/upimg/e20220801164546.pdf

011-612-8696

小中高生対象 伝統文化 子ども日本舞踊教室

予約

9月3日(土)〜10月22日(土) 土曜・日曜日（全10回及び発表会） 札幌市北区民センター 集会室

13:00〜

無料 定員20名(小学生・中学生・高校生対象)

大札幌落語会 2022年「一之輔たっぷりの会」
9月7日(水)

開演18:40 開場18:00

0123-23-0539

全席自由 前売2600円 当日3000円

【応募先】北海道放送「第50回中学生作文コンクール」係

090-9836-8058

共済ホール

中央区北4条西1丁目共済ビル6F
080-7000-6403

9月7日(水)昼の部 開演13:30 開場13:00 夜の部 開演 18:00 開場17:30
9月8日(木) 昼の部 開演12:00 開場11:30 夜の部 開演16:30 開場16:00

011-232-5852

申込

北区北25条西6丁目

宝塚歌劇 星組 全国ツアー 北海道公演

無料 応募資格・方法・要項等詳しくはHPをご確認下さい。 【応募先住所】中央区北1条西5丁目

https://www.hbc.co.jp/radio/essay/

第30回 札幌コンタックスクラブ写真展

【受付期間】9月1日(木)〜9月22日(木)必着

北区北24条西5丁目1-1

7月1日(金)〜9月22日(木)当日消印有効

050-6871-8631

12/3：1000円 会場・対象・申込方法等詳しくはHPをご確認ください。https://haf.jp/news.php?n=210

札幌サンプラザホール

＜作文募集＞第50回中学生作文コンクール

無料

【開催日時】12月3日(土)

S席3500円 A席2500円 [車椅子席2000円オフィス・ワンにて取り扱い] ※未就学児童の入場はお断りいたします。

1000円

10:00〜18:00（最終日は16：00まで）

【募集開始】5月23日(月)〜 北海道立道民活動センター

きたぐににうたう
「詩と音楽のつどい」第48回北海道作詩家協会 新作発表会
開演12:30 開場12:00

9月13日(火)〜9月18日(日)

＜参加者募集＞北芸亭・寄席演芸講座

中央区中島公園1-15

9月18日(日)

木下士昂書展

無料 オンライン開催

全席自由 一般 前売2000円 当日2500円 U25 前売1000円 当日1500円 https://teket.jp/2502/12592

外山 啓介 ピアノ・リサイタル＜モーツァルト〜ベートーヴェン〜ショパン＞

CN/28 STUDIO＆GALLERY

無料 ■guest LIVE■ 9/18 15:00 五十嵐あい アコースティックライブ【投げ銭】■event■ 9/18 13:00 SAPPOROスマ部 フリーマーケット

4月1日(金)〜2023年3月31日(金)23:59

全席指定 一般6000円 U25 2000円 ※未就学児入場不可 ※U25は1997年以降にお生まれの方が対象です。Kitara Club会員料金 一般5500円

モンゴルの馬頭琴と噺

12:00〜18:00（最終日は16:00まで）

【映像配信】能楽師が解説「はじめての能」

中央区中島公園1-15

開演15:00 開場14:30

9月12日(月)〜9月18日(日)

無料

＜Kitaraワールドソリストシリーズ＞森 麻季＆グザヴィエ・ドゥ・メストレ デュオ・リサイタル
9月18日(日)

non title 写真展 vol.16

10:00〜18:00

naru8@shakuhachi-fan.com

前売1000円 当日1500円

011-241-7170

無料

9月16日(金)〜9月21日(水)

中央区南12条西6丁目414

開演14:30 開場14:00

富士フイルムフォトサロン札幌

中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1F

10:00〜18:00

011-221-0144

札幌文化芸術劇場 hitaru

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

条件付きチケット7000円のみ販売中。詳しくはHPをご確認ください。https://www.kyodosapporo.com/product-list/74 ※未就学児入場不可
050-5242-9188

＜作品募集＞第17回北海道小・中・高生 短歌コンテスト

クラアク芸術堂 Masterworks #04『ダブリンの鐘つきカビ人間』

無料 応募資格・方法・要項等詳しくはHPをご確認下さい。 【応募先住所】中央区中島公園1-4

⑤9月11日(日)開演12:00 開演16:00（各回45分前開場） 生活支援型文化施設 コンカリーニョ（西区八軒1条西1丁目2-10ザ・タワープレイス1Ｆ）

【応募先】北海道立文学館 第17回 北海道 小・中・高生 短歌コンテスト係

【募集期間】
7月1日(金)〜9月11日(日)必着

http://www.h-bungaku.or.jp/event/tanka.html

①9月7日(水)開演19:00 ②9月8日(木)開演14:00 開演19:00 ③9月9日(金)開演19:00 ④9月10日(土)開演14:00 開演19:00
前売 一般4000円 25歳以下2000円 当日一般4500円 25歳以下2500円※25歳以下のお客様は、年齢が確認できるもののご提示をお願いする場合がございます※未就学児入場不可

011-511-7655

第28期特別記念展 中国近現代の書画展 〜強靱なる文雅の伝統〜

渡辺淳一文学館主催 朗読スクール みんなの朗読 〜坊っちゃん三昧 Part2〜

10:00〜17:00

舞

小原道城書道美術館

8月4日(木)〜11月30日(水) 休館日：月曜日

中央区北2条西2丁目41札幌2･2ビル2F

＜作品募集＞キラリ!さっぽろ公園30選 2022

【募集期間】8月10日(水)〜2023年1月25日(水)10:00

【問合先住所】札幌市中央区北1条東1丁目6-16ニューワンビル4F

9月10日(土)

011-511-7655

書

9:30〜17:00（最終入場は16:30まで） 一般700(560)円 高大生・65歳以上の方450(360)円 小中生300(240)円 ※（ ）内は10名以上の団体料金

道 ・ 文

児童・老人福祉施設に入所している方や障がい者手帳等お持ちの方とその引率者、生活保護を受けている方無料

特別展 金子みすゞの世界 講演会「みんなちがって みんないい」

【受付開始】8月27日(土)9:00〜

【開催日】9月10日(土)14:00〜15:00

北海道立文学館 講堂

011-511-7655

中央区中島公園1-4

学 ・ 写

無料 定員25名（事前予約制） 講師：矢崎節夫（童謡詩人、金子みすゞ記念館館長）

特別展 金子みすゞの世界 学芸員による見どころ解説

【受付開始】8月31日(水)9:00〜

【開催日】9月14日(水) 10月5日(水) 10月19日(水)11:00〜11:30

真

無料 定員25名(事前予約制） 講師:北海道立文学館学芸員

＜作品募集＞第68回札幌市児童生徒席書大会

【募集期間】9月1日(木)〜10月4日(火)

北海道立文学館 講堂
中央区中島公園1-4
011-511-7655

予約

申込

予約

申込

【問合先】平和小学校 月澤 康宏（教頭）

参加料500円 大会要項等詳しくはHPをご確認ください。 【申込先】各小中学校
http://sapporo-syosya.info/wp-content/uploads/taikaiyoko̲68.pdf

内藤聡介写真展「碧きキューバ 〜cuba azul〜」
9月2日(金)〜9月7日(水)

10:00〜18:00 (最終入館は17:50まで）
無料

FAX 011-661-9498 TEL 011-663-4384

富士フイルムフォトサロン札幌

中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1F
011-241-7170

前澤良彰・坂東史樹 コラボレーションワーク
「前澤氏の原風景ーMaezawaʼs Primordial Landscapeー」

9月3日(土)〜9月18日(日） 定休日：毎週火曜日
11:00〜18:00（最終日は17:00まで）
無料

第73回 毎日書道展北海道展
9月7日(水)〜9月11日(日)

10:00〜18:00（最終日は16:30まで）

一般500円・高大生300円（中学生以下無料）
（両会場）

３rd 荒野洋子・吉田敏子書展
9月9日(金)〜9月11日(日)

10:00〜17:00（最終日は16:00まで）
無料

GALLERY創

中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ
011-562-7762

札幌市民ギャラリー（中央区南2条東6丁目）

大丸藤井セントラル 7F スカイホール（中央区南1条西3丁目2）
011-281-5252

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F
011-206-7338

術

北海道立文学館 特別展示室（中央区中島公園1-4）

8月27日(土)〜10月23日(日) 休館日：月曜日、9月20日(火)［9月19日（月・祝）は開館］、10月11日(火)［10月10日（月・祝）は開館］

14:00〜15:30

一般1000円 小中学生・障がいのある方 無料 ※定員60名・要予約

https://www.sapporo-park.or.jp/kikin/?page̲id=8821 応募は専用応募フォームからの受け付けのみです。

特別展 金子みすゞの世界

15000円(全10回)クレジットカード可(教材コピー代別途)

「戦禍」
とは 奥井理ギャラリー朗読会

芸

無料 応募要項等はHPをご確認ください。

011-211-2579

【問合先】公益財団法人札幌市公園緑化協会 キラリ！さっぽろ公園30選係

台

011-552-2100

300円（大学生以下無料)

予約

9月7日・21日 10月12日・19日 11月2日・16日 12月7日・21日 2023年1月11日リハーサル 1月18日発表会 ※毎回水曜日開催

14:00〜16:00 定員12名

申込

渡辺淳一文学館（中央区南12条西6丁目414）
011-551-1282

予約

OKUI MIGAKU（奥井理）ギャラリー

申込

中央区旭ヶ丘5丁目6-61
011-521-3540

札幌市東区文化団体協議会 創立45周年記念 東区邦舞会 第35回記念邦舞まつり
9月10日(土)

開演10:30 開場10:00

2000円 中学生以下入場無料

野外空間演劇「ドドド」
9月10日(土)

開演17:30 開場17:00

入場料3000円/1人 テントサイト:10000円/1グループ(最大6名)

札幌サンプラザコンサートホール
北区北24条西5丁目1-1
011-752-1479

紅櫻公園 紅櫻アウトドアガーデン
南区澄川389-6

nidonedeshinitaizu@gmail.com

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

札幌市中央図書館3F 講堂

9月10日(土)

中央区南22条西13丁目1-1

13:30〜14:30

090-5958-1434

無料

ピクニックシアター in 中島公園
9月10日(土)・9月11日(日)
13:00〜16:00

3歳以上500円

定員:各回200名（要申込）

朗読会 はまなす Vol.12
9月12日(月)

開演13:00 開場12:30

予約

中島公園内 4箇所

申込

中央区中島公園1-1
011-512-6886

札幌市民交流プラザ4F 402室

011-582-4134

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

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。

第24回 大人のための朗読会

【申込開始】9月12日(月) 8:45〜

【開催日】10月22日(土)13:30〜15:00
無料 定員80名 ※先着順

あすなろの木 duo tour
9月13日(火)

開演19:30 開場19:00

ミュージックチャージ 2700円（別途ドリンク代）

西区文化フェスタ 2022 四季の会朗読会「愛」
9月15日(木)

開演13:30 開場13:00

札幌市社会福祉総合センター4F 大研修室
中央区大通西19丁目1-1
011-614-2001

予約

申込

予約

申込

Live＆Dining JAMUSICA

中央区北4条西28丁目1-16ラ・ワイスビルB1
080-6097-0095

札幌市はっさむ地区センター
西区発寒10条4丁目1-1

011-685-1362

予約

申込

無料 ※入場には入場整理券が必要【配布場所1】西区役所4F地域振興課（平日8:45〜17:15）
【配布場所2】はっさむ地区センター事務室（9:00〜20:00）

※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8月31日時点の情報を元に作成しております。

３

「舞」VOL.6 歴史文化遺産の時計台で観る日本舞踊
9月16日(金)

開演19:00 開場18:50
無料

9月18日(日) 開演13：00（各回30分前開場）

2000円（1ドリンク付） 定員20名程度

無料 ※日によって出店者が異なります。

中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F
080-5597-4426

俊カフェ

予約

中央区南3条西7丁目4-1KAKU IMAGINATION 2F

申込

RXP03542@nifty.com

堀きよ美一人芝居 五月の会 企画公演『化粧』

舞

9月17日
（土）開演19：00 9月18日
（日）①開演14：00 ②開演19：00
9月19日
（月・祝）開演14：00 各回30分前開場

台

前売、当日共 大人3500円 学生2000円

中央区南11条西1丁目3-17ファミール中島公園B1F
011-633-2535

予約

9月17日(土)11:00〜12:00 14:00〜15:00 9月18日(日)11:00〜12:00 14:00〜15:00 9月19日(月・祝)11:00〜12:00

芸
3歳以上 400円 定員100名

術

教文演劇フェスティバル2022 短編演劇祭
9月18日(日)

開演14:00 開場13:00

申込

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）
011-573-0857

【募集期間】9月1日(木)〜10月22日(土)

【開催日】10月23日(日) 開演14:30 開場14:00
無料

セーラー万年筆フェア ペンメンテナンス

【受付開始】9月1日(月）〜

【受付開始】9月1日(月）〜

開演18:30 開場18:00

自由席 前売2800円 当日3000円

中央区大通西6丁目3-1

【受付開始】9月1日(月）〜

9月8日(木)

18:45〜20:45

予約

9月10日(土)

申込

13:30〜15:30
300円

市内各会場

実施回数 教室7回 参加費：500円 (毎月1回教材費)

全国こども風呂敷学校

5月8日(日)〜11月13日(日) 日曜開催（月1回）

13:00〜14:30 20名限定、幼稚園から中学生対象

実施回数 教室7回 参加費：500円 (毎月1回教材費)

9月10日(土)

予約

011-592-4125

申込

【応募先住所】中央区大通西16丁目2-3ルーブル16 9F
011-613-7551

札幌市民交流プラザ SCARTS ミーティングルーム
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内
080-6078-2266

中央区南1条西5丁目愛生舘ビル6F南側奥

10:00〜15:00 売切次第終了
無料

中央区大通西19丁目1-1
090-3898-4696

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）憩いの空間 7番出口付近
中央区北1条西3丁目
011-787-2220

そ
の

【開催日】9月18日(日)13:00〜14:00

9月11日(日)11：00〜17：00 札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）内 北大通交差点広場（西）
9月12日(月)11：00〜19：00 中央区北1条西4丁目・大通西4丁目
無料 出入自由 パネル・資料等の展示と説明

2022年度『公開講座』2 〜運動＆スポーツからの贈り物〜「感情・感動ありがとう」講座
9月11日(日)

14:00〜15:30

札幌大谷大学 大学内（東区北16条東9丁目1-1）

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内
080-6078-2266

第41回アシリチェプノミ 〜新しい鮭を迎える儀式〜
9月11日(日) ※雨天決行
10:00〜15:00
無料

無料 定員100名

【応募先】公益財団法人 ノーマライゼーション住宅財団
【応募先住所】中央区大通西16丁目2-3ルーブル16 9F
011-613-7551

中央区大通西19丁目1-1
011-600-2471

予約

申込

どろ亀さん×Ｃ.Ｗ.ニコルさん追悼展 森の心、
そして祈り

他

【メッセージ募集期間】7月1日(金)〜11月6日(日)

道新プラザDO-BOX（中央区大通西3丁目6北海道新聞社1F）

【開催日】11月3日(木・祝)〜11月6(日)10:00〜19:00(11月3日は16:00〜、最終日は16:00まで)
無料

22morinokai@gmail.com

011-898-0466

北海道博物館 第8回特別展「世界の昆虫」

7月23日(土)〜9月25日(日) 休館日：9/19(月・祝)を除く月曜日、9/20(火)
9:30〜17:00 (入館は16:30まで)

北海道博物館（厚別区厚別町小野幌53-2）

一般(高校生以上) 1500(1300)円 小・中学生700(600)円 ※（ ）内は10人以上の団体 ※未就学児無料（要保護者同伴）※障がい者手帳等お持ちの方と引率者1名無料

北海道社会福祉フォーラム2022「共に生きる社会〜ヤングケアラーを知っていますか〜」

【募集期間】8月5日(金)〜10月12日(水)

【開催日】10月22日(土)開演13:00 開場12:30

ウィステリアホール

forum@msnw.co.jp

無料 ※基調講演13：15〜14:15 ※パネルディスカッション14:25〜16:45 ※オンライン配信 12:45〜

【募集期間】8月10日(水)〜9月7日(水)17:00
【開催日】9月17日(土)13:30〜15:00
無料 定員30名（要申込）

予約

申込

中央区南1条西14丁目291-81ウィステリア南1条ビル地下1F

市制100周年記念講演「街の移り変わり −マチ歩きのおすすめ−」

札幌市資料館2F 研修室
中央区大通西13丁目
011-251-0731

予約

申込

EMA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 行動は実践を促す〜

【募集期間】8月19日(金)〜9月24日(土)

【開催日】9月25日(日)開演14:00 開場13:30
大人3000円 中学・高校生1500円

予約

札幌市生涯学習総合センター ちえりあ 6F講堂
西区宮の沢1条1丁目1-10
090-6999-4345

申込

【公開講座】
「若者（思春期の子ども・生徒・部下）
との対人関係を学ぼう〜親・祖父母・教師・コーチ・上司向け〜」
【募集期間】8月29日(日)〜9月9日(金)
【開催日】9月24日(土)10:30〜12:00

500円※講座当日に受付にて徴収いたします。定員20名

北海道情報大学 札幌サテライト教室

予約

申込

中央区北3条西7丁目 緑苑ビル4F (株)SCC北海道支店内
011-385-4427

予約

申込

011-742-1608

1000円 定員50名(事前申込制）申込方法等詳しくはHPをご確認ください。https://www.sapporo-otani.ac.jp/visitor/openlecture

札幌市民交流プラザ SCARTS ミーティングルーム

札幌市社会福祉総合センター4F 大研修室

011-211-2692

＜オープンハウス開催＞大通沿道のまちづくりと都心のみどりづくり

豊平川河川敷 南7条大橋上流左岸
豊平区豊平3条1丁目豊平橋付近
070-8942-3233

【開催日】10月4日(火)18:30〜20:00

【募集期間】6月29日(水)〜9月18日(日)

予約

申込

札幌市社会福祉総合センター3F 第3研修室

応募資格・規格・方法等はHPをご確認ください。

無料 http://normalize.or.jp/activities/contest/contest-requirements/

011-252-6752

愛生舘サロン

【公開講座】
「身近になりつつある地球観測衛星データでできること」

＜参加者募集＞「脳の健康教室」

予約

申込

西区宮の沢1条1丁目1-10

＜作品募集＞2022年度 第27回 小・中学生による
「安全・快適アイディア」
コンテスト

【募集期間】6月1日(水)〜10月31日(月)必着

４

さっぽろ農学校大収穫祭

他

10:00〜11:00 親子（幼稚園から中学生）10組限定

011-671-2311

札幌市生涯学習センター3F コンピュータ研修室

通し 一般5000円 会員4000円 25歳以下2000円 (単発 一般1500円/回 会員1000円/回 25歳以下500円/回)

うさぴょんの 音レク★懐メロ演歌体操

の

5月8日(日)〜11月13日(日) 日曜開催（月1回）

予約

新聞がなくなる? 第5回 新聞(情報)交流会 ―市民がメディアを育てる

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

【応募期間】5月1日(日)〜11月30日(水)必着 ※年1回公募 【応募先】公益財団法人 ノ一マライゼーション住宅財団

伝統文化親子風呂敷教室

011-512-6886

受講料3000円 材料費2000円（資料代 USBメモリ代） 講座内容・申込等詳しくはHPをご確認ください。https://chieria.slp.or.jp/kouza/2022-0715-1619-22.html

011-723-5911

※締切はなく随時受付

予約

申込

申込

予約

＜募集＞2022年度 第34回 福祉住宅・福祉小規模集合住宅 バリアフリー 建築助成

http://normalize.or.jp/activities/welfare/

011-231-1131

定員：15名(先着順) 詳しくはHPをご確認ください。https://koguyama.jp/kogumaza/kogumaza̲info/23208/

申込

募集要項・説明会等の詳細及び応募はHPをご確認ください。https://scj-savers-member.jp/

応募要項・申請方法等詳しくはHPをご確認ください。

大丸藤井セントラル（中央区南1条西3丁目2）

予約

申込

昼コース10:00〜12:00 夜コース19:00〜21:00（土・日曜日は昼・夜コース合同開催） 【実施場所】札幌市中島児童会館・札幌市こども人形劇場こぐま座（中央区中島公園1-1）

そ

【冬期活動期間】11月〜2023年3月31日(金)

011-231-1131

予約

申込

Ⅰ期 9月2日(金)〜9月17日(土) Ⅱ期 9月30日(金)〜10月15日(土) Ⅲ期 10月19日(水)〜10月22日(土) Ⅳ期 12月8日(木)〜2023年1月15日(日）

《ユースクラス／中学生〜高校生対象 定員：15名》：3000円(年会費。足袋・黒手袋代実費) 《一般講習会／18歳以上対象 定員：15名 》：10000円(年会費。足袋・黒手袋代実費)
【冬期募集期間】3月15日(火)〜10月20日(木)

大丸藤井セントラル（中央区南1条西3丁目2）

＜受講生募集＞令和4年度 こどものまなび塾 ボランティア養成講習会

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

【講習会日程】Ⅲ期 10月12日(水)〜14日(金) Ⅳ期 11月29日(火)〜12月2日(金)

サッポロ・シティ・ジャズ ボランティアスタッフ募集

011-231-1131

3000円 要予約 各回4名

011-723-5911

※締切はなく随時受付

中学生〜高校生 3000円 18歳以上 10000円 ※その他指すり代実費。定員：20名

ユースクラス：17:00〜18:30/一般講習会：19:00〜21:00

大丸藤井セントラル（中央区南1条西3丁目2）

【開催日】10月1日(土)〜10月2日(日）①10:30〜11:30 ②12:00〜13:00 ③14:30〜15:30 ④16:00〜17:00

【開催日】11月18日(金) 〜 12月16日(金)18:45〜20:45 毎週金曜日

090-8272-0397

＜2022年度 受講生募集＞人形浄瑠璃講習会

申込

zisin@tokyo.email.ne.jp

3850円 要予約

【申込締切】9月25日(木)必着

【講習会日程】Ⅲ期 10月5日(水)〜7日(金) Ⅳ期 11月30日(水)〜12月2日(金)
19:00〜20:30

予約

かでる2.7 かでるホール

【ご近所先生企画講座11月開講】You Tube入門 〜明日からあなたもユーチューバー〜

ザ・ルーテルホール

＜2022年度 受講生募集＞義太夫講習会

中央区北2条西7丁目

セーラー万年筆フェア STORiA MiXで作るオリジナルカラーインク作り

中央区北1条西13丁目

古今亭菊志ん・菊太楼・文菊 三兄弟の悪だくみin札幌

北海道立道民活動センター

【開催日】9月23日(金)〜9月25日(日)10:00〜18:30（最終日は17:00まで 最終受付は16:40まで）

全席自由 前売2000円 当日2500円 ペアチケット（2枚分）3000円（前売りのみ）高校生以下500円（前売りのみ）※ぺアチケット、高校生以下チケットは教文プレイガイドのみ販売
9月18日(日)

011-232-3661

無料 要予約

011-271-5822

札幌市教育文化会館 大ホール

中央区北1条西3丁目

【開催日】9月16日(金)〜9月18日(日)10:00〜18:30（最終日は17:00まで 最終受付は16:40まで）

セーラー万年筆フェア インク工房

扇谷記念スタジオ・シアターZOO

腹笑会 腹話術バラエティーショー

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）出入口7と9の間

2022年度秋季大会一般公開セミナー「北海道の大地震と大津波」

演劇専用小劇場 BLOCH

前売・当日共 一般2000円 学生1500円 高校生以下(各回5名限定)1000円

開演13:00 開場12:30

10:30〜18:30

090-8707-1796

9月16日(金) 開演19:00 9月17日(土) 開演13:00 開演16:00 開演19:00

9月17日(土)

8月31日(水)〜9月6日(火)

中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

第4回公演「さよならの喪失感と末路」

まっつ、覚和歌子を読み語る

kuraché（クラシェ）2022.08「カラダのミカタ」

時計台ホール

【募集期間】9月12日(月)〜9月22日(木)

500円※講座当日に受付にて徴収いたします。定員30名

予約

北海道情報大学 札幌サテライト教室

申込

中央区北3条西7丁目 緑苑ビル4F (株)SCC北海道支店内
011-385-4427

新渡戸遠友館(仮称)建設支援 連続講座 第3回「仕事が先ですか,人が先ですか」
9月13日(火)

13:30〜15:30

1000円(道民カレッジ生・学生500円) ※予約不要・要マスク着用

セーラー万年筆フェア

9月13日(火)〜10月6日(木)
10:00〜19:00
無料

｢石の祭典」第23回さっぽろミネラルショー
9月16日(金)〜9月18日(日)

10:00〜18:30（最終日は16:00まで）
無料

愛生舘サロン

中央区南1条西5丁目愛生舘ビル6F南側奥
011-577-1441

大丸藤井セントラル2F 特設会場
中央区南1条西3丁目2
011-231-1131

さっぽろテレビ塔2F 全フロア
中央区大通西1丁目
090-7655-0550

第2期ヒューリック杯白玲戦・女流順位戦 七番勝負第4局
9月17日(土)

開始14:00 受付13:30

1000円 定員98名(先着順)

森のようちえん
「いつもり」
9月17日(土)

10:00〜12:00

札幌ビューホテル大通公園B2F クレストホール

予約

申込

中央区大通西8丁目
011-261-0111

070-8985-0961

予約

集合場所：真駒内駅構内定期券発売所隣 10時集合
南区真駒内駅裏

申込

親子ペア1500円 お子様おひとり増える毎に1000円プラス（含保険代、材料代が別途かかる場合もあり）定員6家族☆生後6か月からご参加可

認知症サポーター養成講座＠札幌社会福祉総合センター
9月18日(日)

10:00〜11:30
無料

SAPPORO保育園ミーティング2022年9月
9月18日(日)

13:00〜16:00（開場12:30 入退場は自由）
無料

札幌市社会福祉総合センター4F 大研修室
中央区大通西19丁目1-1
011-600-2471

ニューオータニイン札幌2F 鶴の間
中央区北2条西1丁目1
011-562-0101

※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8月31日時点の情報を元に作成しております。

予約

申込

