vol.347

■ 設置場所
■ 営業時間
■ E-mail

地下鉄大通駅コンコース横（出口 5 横）
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〉
mail@sapporo-info.com

2021.

※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。

9.20 mon

10.3 sun

https://www.sapporo-info.com/

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。
シンクスクールジュニア

御大典記念 特別展「よみがえる正倉院宝物」―再現模造にみる天平の技―

011-211-4366

予約
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（16:00〜19:00まで会場をお子さん向けに開放/お迎えは19:00まで）
申込
2021年4月1日(木)〜2022年3月31日(木)

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）

9月15日(水)〜11月7日(日) 9:30〜17:00（入場は16:30まで）

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

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
札幌ライラック病院1階待合室と通路など

12:00〜18:00

豊平区豊平6条8丁目2-1

無料

一般 1600（1400）円、高大生800（600）円、中学生600（400）円 ※カッコ内は割引料金です。

詳細は公式HPをご覧ください。

※小学生以下無料(要保護者同伴) ※障害者手帳等をご提示の方とその介護者(1名)は無料

（https://shosoin.exhibit.jp/）

【近美コレクション】
コレクション・ストーリーズ 日本近代の美術

5月31日(月)〜10月1日(金)

北海道立近代美術館展示室A 1階（中央区北1条西17丁目）

9:30〜17:00（入場は16:30まで）

〔一般〕510(420)円〔高大生〕250(170)円 ※カッコ内は割引料金です。詳細は公式HPをご覧ください。
（https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/knb/exhibition/program/23）

建設工事現場の壁を彩る会

アートフェスティバル 閃

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。

9月17日(金)〜9月30日(木)

アート×コミュニケーション＝キース・へリング展

050-3647-0415

作品展示店舗：薬酒BAR、BerClione、ベンベラネットワークカンパニー、珍問屋、
月織堂

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）

011-644-6882

9月15日(水)〜11月7日(日) 休館日：月曜日
（9月20日、11月1日を除く）
、9月21日

hpj2021@hinoma.com

無料

011-210-5731

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

080-4509-7992

開催時間等の詳細は各店舗のHP、facebook、Twitterでご確認ください。

陶芸 三者三様 2021 秋

011-591-0090

7月17日(土)〜9月26日(日)

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）

9月18日(土)〜10月3日(日)※木曜、金曜休館

悠遊舎ぎゃらりぃ SAPPORO

9:45〜17:30 ※9月は17:00まで、入館は閉館30分前まで

詳しくはHPでご確認下さい https://artpark.or.jp/

10:00〜18:00

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

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

無料

柿崎熙 展

小林龍一個展

林縁からー胚胎

8月3日(火)〜10月1日(金)

北海道銀行本店営業部 1階ロビー

9月22日(水)〜9月27日(月)

9:00〜15:00（土曜・日曜・祝日を除く銀行営業日・営業時間内） 中央区大通西4丁目1 道銀ビル1F
無料

無料※カフェのため、
ワンオーダーお願いします

絵本原画展「氷上カーニバル」

8月3日(火)〜10月3日(日)

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

9月24日(金)〜10月15日(金)
アーカイブ展9:00〜17:00

無料

無料

011-512-6886

近代日本画と帝室技芸員の人々展

8月10日(火)〜11月30日(火)

休館日：月曜日

10:00〜17:00
一般

アパホテル(TKP札幌駅前)内カンファレンスルーム5D、5E

開演13:15(開場13:00)

中央区北2条西2丁目2-19

1000円 定員 50名※小学生以下無料
011-822-0306

10:00〜17:00（最終入場は閉館30分前まで）
一般：500円 小学生未満：無料 障害者手帳保有者：300円

予約
時間別予約制 詳細は公式HPをご覧ください。 申込
HOKUBU記念絵画館（豊平区旭町1丁目1-36）

https://www.hokubu-kinen.or.jp/book-online

ファミリー文学館 「彫り続けた北の自然ー絵本画家・手島圭三郎の40年」
8月28日(土)〜10月17日(日)

44日間

休館日/毎週月曜日(9月20日は除く)、9月21日
（火）

9:30〜17:00（入場は16:30まで）

北海道立文学館特別展示室（中央区中島公園1-4）

無料

011-511-7655

北都館

名画の小部屋

Vol.111 メゾチントの魅力

9月1日(水)〜9月30日(木)

‑佐藤恵美＆10人の画家‑

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

【水・木・金曜日】10:00〜22:00（9月30日
（木）
までは閉店時間20:00）
【土・日・月曜日】10:00〜19:00 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

びんがた個展 日本の伝統工芸『反映する庭-Ⅲ

011-385-6269

心を支える目には見えないもの』

9月28日(火)〜10月3日(日)

さいとうギャラリー A室

10:30〜18:30

中央区南1条西3丁目1 ラ・ガレリア5F

最終日は17:00まで

無料

011-222-3698

清水恭平

個展

〜西に沈んだもの〜

9月29日(水)〜10月4日(月)

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

【水・木・金曜日】10:00〜22:00（9月30日
（木）
までは閉店時間20:00）
【土・日・月曜日】10:00〜19:00 定休日：毎週火曜日
無料※カフェのため、
ワンオーダお願いします

011-643-5051

宝塚歌劇展

011-221-0144

9月29日(水)〜10月11日(月)

札幌三越

本館10階催事場

10:00〜19:00 入場は閉場の30分前まで※最終日は17:00閉場

中央区南1条西3丁目8

前売 :一般1000円、高校･大学生700円 当日:一般1200円 高校･大学生900円※中学生以下無料

井川ゆきな 陶展「うまれくるかたち-祈ること-」

ポーランド名画ビデオ鑑賞&交流会2021『COLD WAR あの歌、２つの心』

9月2日(木)〜10月29日(金) 定休日：土･日曜と祝日

グランビスタギャラリーサッポロ

【受付期間】8月6日(金)〜10月1日(金)

札幌エルプラザ 4階大研修室AB

11:00〜19:00 ※最終日17:00まで

中央区北1西4

【開催日】10月1日(金)

北区北8条西3丁目28

無料

予約
申込

9月28日(火)

中央区北2条西2丁目41セコム損保札幌ビル2F

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

色彩のプロムナード展

※オンライントークイベントあり。詳細は公式HPをご覧ください。
https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=1960

映画 「Save the Reef」

011-552-2100

8月12日(木)〜10月3日(日) ※休館日：毎週月・火・水定休日

011-271-1955

西2丁目地下歩道壁面（札幌市北1条西1丁目）

小原道城書道美術館

300円（大学生以下無料）

山川真一

011-643-5051

つむぐ ーフライヤーでふりかえる hitaru ＆ SCARTSの3年間

※緊急事態宣言に伴い、9月1日(水)〜30日(木)はお休みとなります。 中央区中島公園1-1

第25期特別展

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

【水・木・金曜日】10:00〜22:00（9月30日
（木）
までは閉店時間20:00）
【土・日・月曜日】10:00〜19:00 定休日：毎週火曜日

011-233-1029

あべ弘士

011-839-2277

MONOTYPE

札幌グランドホテル1階

011-261-3311

無料

原田ミドー展

※要予約

上映18:30(開場18：00)

定員30名

090-1306-7462

【PLAZA FESTIVAL 2021】札幌爆音映画祭【上映作品01】
「メッセージ」

9月2日(木)〜11月30日(火)

クロスホテル札幌

2Fロビー

中央区北2条西2丁目23番地
無料

011-272-0010

10月1日(金)

札幌市民交流プラザ3階クリエイティブスタジオ

上映19:00(開場18:40)

中央区北1条西1丁目

1500円 ※未就学児入場不可

小林龍一展

011-271-1950

予約
申込
予約
申込

【PLAZA FESTIVAL 2021】札幌爆音映画祭【上映作品03】
「カネコアヤノ Zeppワンマンショー2021」

9月2日(木)〜11月30日(火)
無料

クロスホテル札幌 3Fレストランアッシュ

10月2日(土)

札幌市民交流プラザ3階クリエイティブスタジオ

中央区北2条西2丁目23番地

上映16:50(開場16:30)

中央区北1条西1丁目

011-272-0010

2500円 ※未就学児入場不可

縄文ランプのともし火展
9月7日(火)〜10月2日(土)

【PLAZA FESTIVAL 2021】札幌爆音映画祭【上映作品04】
「鵞鳥湖の夜」

定休日：日曜・月曜

9:00〜17:00
無料

MOAアートホール北海道 1Fギャラリー

10月3日(日)

札幌市民交流プラザ3階クリエイティブスタジオ

西区二十四軒4条2丁目8-31

上映13:30(開場13:10)

中央区北1条西1丁目

011-621-0567

第3回本郷新記念札幌彫刻賞受賞記念

011-271-1950

高橋喜代史展

1500円 ※未就学児入場不可

言葉は橋をかける

9月11日(土)〜12月5日(日) 休館日：月曜日※ただし9月20日(月・祝)は開館し9月21日(火)は休館
緊急事態宣言を受け施設が9月30日(木)まで閉館となっており、イベントは10月1日(金)から再開予定

011-642-5709

10:00〜17:00 最終入場時間 16:30

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）

011-271-1950

【PLAZA FESTIVAL 2021】札幌爆音映画祭【上映作品05】
「典座-TENZO-」
10月3日(日)

札幌市民交流プラザ3階クリエイティブスタジオ

上映16:10(開場15:50)、富田克也監督トーク 開始17:15

中央区北1条西1丁目

一般 500(400)円、高校・大学生 300(250)円、中学生以下無料 ※カッコ内は10名以上の団体料金 ※65歳以上は当日料金が400(団体320)円

1500円 ※未就学児入場不可

第40回記念道彩展

虹のしっぽ 民映研 記録映画上映会④『竹富島の種子取祭』

080-3234-8821

011-271-1950

9月15日(水)〜9月20日(月・祝)

札幌市民ギャラリー

10月3日(日)

虹のしっぽ ほっぺた館

10:00〜18:00

中央区南2条東6丁目

上映14:00(開場13:30)

南区簾舞4条3-4-25

入場17:30まで 最終日入場16:00まで

一般500円 大学生400円（高校生以下無料） 障がい者無料（付添1名まで無料）

入場料：一般1000円 学生500円 定員20名（要予約）

011-206-0804

予約
申込
予約
申込
予約
申込
予約
申込

東海林 嘉良子 日本画展
9月15日(水)〜9月20日(月)

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

【水・木・金曜日】10:00〜22:00（9月30日
（木）
までは閉店時間20:00）
【土・日・月曜日】10:00〜19:00 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

１

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。
第29回 ふたりしずか文芸館「海の向こうの心模様」

半﨑美子 with どさんこクラシックオーケストラ 2021
9月20日(月・祝)

札幌文化芸術劇場

hitaru

開演16:00(開場15:15)

中央区北1条西1丁目市民交流プラザ

【前売料金】S席 6000円 A席 5500円（当日500円UP）※全席指定 / 未就学児入場不可

北海道立文学館

開演14:00(開場13:30)

中央区中島公園1-4

2000円

011-221-0144

090-6217-7067

第三回

9月23日
（木・祝）

札幌コンサートホール Kitara大ホール

9月26日(日)

共済ホール

開演13:00(開場12:00)

中央区中島公園1-15

開演12:30(開場12:00)

中央区北4条西1丁目1 共済ビル6F

未就学児入場可（無料）

舞

コーロ・ファーチレ＆千歳フィルハーモニーオーケストラ ジョイントコンサートIV

料金：全席自由1500円（当日2000円）小中高生無料

北海道立道民活動センター かでる2・7 かでるホール

開演18:00(開場17:15)

中央区北2条西7丁目

一般：2000円／高校〜小学生1000円 全席指定※未就学児の入場は不可。
札幌コンサートホール Kitara大ホール

開演14:00(開場13:30)

中央区中島公園1-15

予約
申込

011-881-4830

術

9月24日
（金）

大札幌落語会
9月27日(月)

共済ホール

開演18:40(開場18:00)

中央区北4条西1丁目1

10月2日(土)・10月3日(日)
開演13:00(開場12:00)

※U25席：1996年以降にお生まれの方であれば学生に限らずご購入いただけます。引換券を発行したします。

音

座・競演~にっぽんの伝統芸能~
10月3日(日)

開演14:00(開場13:30)

中央区大通西6丁目3-1

楽

札幌コンサートホール Kitara大ホール

開演14:00(開場13:00)

中央区中島公園1-15

札幌サンプラザコンサートホール

開演17:00（開場16:00）※未就学児入場不可

北区北24条西5丁目1-1 札幌サンプラザ

無料

011-723-5911

第二部14:00〜

予約
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）

こども
（小学生〜高校生）
：1000円 大人（18歳以上）
：3000円（前売2500円）●通し券（前売りのみ）
こども1500円、大人4000円
【伝統芸能こどもワークショップ】10月2日(土) 13:00〜15:00 小学3年生〜高校生 30名 500円（10/3公演チケットご購入の方は無料）

011-520-1771

〈募集〉SAPPORO CITY JAZZ 2021 ボランティアスタッフ

予約
申込

playerspartyorchestra@gmail.com

9月25日
（土）

第一部10:30〜

011-665-0675

予約
申込

受付：10月20日(水)まで

ホームページの応募フォームよりご応募ください。

活動期間：11月〜3月
（主に12月）

https://sapporocityjazz.jp/jazz-savers/

無料

【SS席】5000円 【S席】4000円 【A席】3000円 【U25割（A席）】1200円 ※U25は1996年以降生まれの方が対象です。

プレイヤーズ パーティ・オーケストラ 第1回定期演奏会

011-271-1950

SS：15000円 S：13000円 A：10000円 B：8000円 C：6000円 D：5000円 U25席：各席2000円引き
（SS席を除く）

ザ・ルーテルホール

9月25日
（土）

080-7000-6403

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）

9月25日
（土）

森の響フレンド札響名曲コンサート 〜オーケストラで出発進行！〜

共済ビル6F

※未就学児入場不可

熊川哲也 Kバレエ カンパニー Autumn Tour 2021「シンデレラ」

大久保光哉バリトンリサイタル 〜北欧と日本、伝承を歌う〜

【前売料金】一般3000円、学生2000円（当日は各500円増）※全席自由

080-4501-8337

一之輔を聴く会

前売 2600円 当日3000円 全席自由席

0570-023-223

第25回 札幌ハーモニカアンサンブル 定期演奏会

1500円 全席自由 ※0歳以上入場可（無料）

芸

予約
申込

9月24日
（金）

芸能日本舞踊〜歌と踊りのつどい〜

※盲導犬育成チャリティー 当日は募金箱に1000円募金してください。

台

chon.watanabe@cronos.ocn.ne.jp

超贅沢なさわかみアラカルトコンサート 札幌公演

011-592-4125

〈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

原則として2020年12月以降に工事が完了した物件

福祉住宅建築を助成金（5〜30万円）
で支援

http://www.normalize.or.jp

無料

※電子チケットによる入場整理券が必要です。詳細はHPをご確認ください https://playerspt.jimdofree.com/

011-613-7551

〈作品募集〉2021年度 第26回

街なかコンサートin大通 オーボエ&クラシックギターの協演

小中学生による
「安全・快適アイディア」
コンテスト

9月25日
（土）

道新プラザDO-BOX

応募期間：6月1日(火)〜10月31日(日)※必着

札幌市内

開演15:00(開場14:30)

中央区大通西3丁目6北海道新聞社1階

※展示は2022年1月予定

公益財団法人ノーマライゼーション住宅財団に提出

前売2500円 当日3000円 定員45名

無料

090-8633-5070

011-613-7551

音楽と健康について ―音楽療法の視点から健康に影響を与える音楽について考える―

第1514回札幌市民劇場／谷地聡子ソプラノ・リサイタル

予約
申込

10月1日
（金）

札幌コンサートホール Kitara小ホール

【受付期間】2022年1月21日(金)23:55まで

オンライン開催となります。お申込みは下記URLから
（定員50名）

開演19:00(開場18:30)

中央区中島公園1-15

【開催日】2022年1月29日(土)

https://soccs.doorkeeper.jp/events/124438

前売：3000円 当日:3500円
10月1日
（金）

札幌市時計台2Fホール

開演19:00(開場18:30)

中央区北1条西2丁目

大人1200円、子ども600円、親子ペア1500円

13:00〜14:30

予約
申込

011-211-0471

〈参加者募集〉親子ミニ化石発掘体験ツアー
【受付期間】9月30日(木)まで（定員になり次第締め切り）
7:45集合

8:00出発

17:00札幌駅北口到着予定

大人4000円 子供3000円 バス代・入館料・傷害保険料など

011-271-4220
北海道立道民活動センターかでる2.7ビル正面入口前に集合（雨天決行）
中央区北2条西7丁目

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）

詳細はホームページをご覧ください。https://standout-sapporo.city/

無料

参加費無料

011-232-5851

080-8280-4769

エンタメとビジネス〜日本の大衆文化と経営＆会計〜

〈作品募集〉北海道遺産フォトコンテスト2021

011-385-4427

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/

【受付期間】9月27日(月)〜10月8日(金)

北海道情報大学

入選作品は北海道遺産HPで発表

【開催日時】10月19日(火)18:30〜20：00（開場18:00)

中央区北3条西7丁目緑苑ビル4F

主催：NPO法人北海道遺産協議会

無料

そ
011-211-2579

の

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）
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。）

受講料（全3回）2800円 ※定員30名

011-671-2311

他

10月1日(金)

札幌市豊平館

18:00〜19:30(受付17:30〜)

中央区中島公園1-20

参加費：500円 ※その他要綱等はHPをご覧ください（http://sapporo-syosya.info/?p=1012）

無料

書 道・文 学・写 真

LEVANGA GALLERY

予約
申込

毎週月曜日開催

札幌市中央図書館 3階講堂（中央区南22条西13丁目1番1号）

豊平館がホテルだったころ 札幌まつり渡御祭の今昔

011-831-6171
〈展示〉札幌市民ギャラリー（中央区南2条東6丁目）

14:00〜16：00

展覧会：12月24日(金)〜12月26日(日) 10:00〜18:00（26日は取り外し作業のため16:00まで）

定員40名

予約
申込

011-211-1951

丘珠あおぞら市2021

9月14日(火)〜10月1日(金)※土日祝休館（9月18日を除く） NAKAHARA DENKI Free Information Gallery
10:00〜18:00 ※最終日17:00まで営業。9月18日(土)は13:00〜18:00

東区丘珠町847番地

9:00〜12:00まで営業
無料

011-261-6511

MARCO写真展：あつあつ！おでんカルテット

090-9510-4976

AIビジネス入門講座〜AIって何？AIを使うのは難しくない〜

9月17日(金)〜9月22日(水)

富士フイルムフォトサロン札幌

10:00〜18:00

中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1階

無料

【受付期間】9月13日(月)〜24日(金)【開催日】10月7日(木)
18:30〜20:00

開場18:00

北海道情報大学

011-385-4427
札幌サテライト教室

中央区北3条西7丁目緑苑ビル4F

リアル脱出ゲーム×クレヨンしんちゃん
「ふたば幼稚園改造計画からの脱出」
富士フイルムフォトサロン札幌

10:00〜18:00

中央区大通西6丁目1 富士フイルム札幌ビル1階

定休日毎週火曜

無料

【平日】前売一般：3300（3800）円、学生〔中学生以上〕：3000（3500）円、小学2〜6年生：800（1000）円、グループチケット〔1〜5人テーブル貸切〕：16000（18500）円 ※カッコ内は当日料金

011-241-7170

【土日】前売一般：3600（4100）円、学生〔中学生以上〕：3300（3800）円、小学2〜6年生：800（1000）円、グループチケット〔1〜5人テーブル貸切〕：17500（20000）円 ※カッコ内は当日料金

展開する街

「和の心を子ども達へ、未来へ！」ワークショップ＆発表会〜一流アーティストとのワークショップと伝統芸能鑑賞により「和の心を子ども達へ、、未来へ」つなぐ３日間

Unfolding View

最終日17:00まで

予約
申込

ギャラリー創（SOU）

9月19日(日)、9月20日(月・祝)、10月2日(土)

札幌市もいわ地区センター（南区川沿8条2丁目4-15）

中央区南9条西6丁目1-36

14:00〜16:30

詳しくはHPをご確認ください。https://tam-p.jp/hero/

011-562-7762

070-5572-9102

【ワークショップ】一日500円（イベント保険料）
【公演観覧料】無料

宇苗満作品展「カムイの島」

自分史セミナー

10月1日(金)〜10月6日(水)

富士フイルムフォトサロン札幌

9月23日
（木・祝）

学習塾 レインボウ

10:00〜18:00

中央区大通西6丁目1 富士フイルム札幌ビル1階

10:30〜12:00

西区二十四軒4条3丁目4-35

無料

無料

011-241-7170

文学フリマ札幌

090-2873-4018

外国人に伝わりやすいやさしい日本語講座

10月3日(日)

北海道自治労会館 4Fホール、5F大ホール

【受付期間】10月9日(土)まで

12:00〜16:00

北区北6条西7丁目5-3

【オンライン講座】9月25日(土)13:30〜15:30

無料

011-522-8777

9月17日(金)〜10月10日(日) 詳しくは公式HPをご確認ください。https://realdgame.jp/shinchan/ リアル脱出ゲーム札幌店〔旧アジトオブスクラップ札幌〕
（中央区南1条西4丁目13日の出ビル 8F）

9月24日(金)〜9月29日(水)
無料

予約
申込

㈱SCC北海道支店内

受講料500円（当日徴収） 予約方法はホームページを参照https://www.do-johodai.ac.jp/kouza/details/class2021-13.php

011-241-7170

2021 北海道読売写真クラブ展

近藤 マリア ルイーザ 明子 写真展

（株）Jファーム札幌工場 直売所「ピリカ札幌」駐車場内

【開催日時】9月25日
（土）

中央区北2条西2丁目29-1 札幌ウイングビル1F

無料

第六回

予約
申込

㈱SCC北海道支店内

どの紙芝居にしようかな 〜楽しく演じよう〜
【受付期間】10月3日(日)まで【開催日程】10月4日(月)〜10月18日(月)

募集期間：2021年8月4日(水)〜2022年1月26日(水)10：00まで

〈参加募集〉第67回札幌市児童生徒席書大会

札幌サテライト教室

受講料500円（当日徴収） 予約方法はホームページを参照 https://www.do-johodai.ac.jp/kouza/details/class2021-14.php

info@hokkaidoisan.org

〈募集〉
キラリ!さっぽろ公園30選 2021

11:00〜18:00

予約
申込

【申込締切】9月30日(木)【採択者5組による最終制作発表会】2022年2月12日(土)予定

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/

9月25日(土)〜10月10日(日)

予約
申込

【開催日程】10月16日(土)

〈参加者募集〉
リードエンジニア発掘・育成プログラム「STAND OUT」

〈作品募集〉第49回中学生作文コンクール

募集期間：9月1日(水)〜10月6日(水)

011-742-1608

一般チケット：1000円前払い 札幌大谷学園関係者（在学生・同窓生・教職員）無料

011-665-0675

時計台コンサート
「わくわくおんがくのひろば」

予約
申込
080-3292-2879

札幌エルプラザ（北区北8条西3丁目28）

予約
申込

9月26日(日)9:30〜11:30 【通常講義】10月10日(日)9:30〜11:30

【参加費】1000円/1回（各回定員20名）※詳しくはHPをご覧ください。https://www.nihongosupport-hk.or.jp/

sapporo@bunfree.net

舞 台 芸 術

2021レッツ・トライ・ダンシング

（ボランティア養成講習会）こどものまなび塾 2021年度〜子どもに関わるボランティア・仕事をしてみたい（している）方向け講座〜

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

【第2期 読み聞かせ】10月14日(木)・15日(金)・19日(火)・20日(水)※全4日間

参加無料

011-758-2622

伝統文化子ども日本舞踊教室
【募集期間】9月1日(水)〜10月9日(土)【無料教室】10月10日(日)から全10回予定
無料

10:00〜12:00

1回60分。全6回。開催教室により日程が異なります。

札幌市内は中央区、東区、西区、北区、白石区で開催

【発表会】12月19日(日) 13:00〜16:00

２

9月26日(日)

※定員となり次第締め切ります。

受講料3000円（学生1000円）

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

予約
申込

札幌市北区民センター（北区北25条西6丁目1番1号）
090-2695-1484

※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9月15日時点の情報を元に作成しております。

