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

vol.348

■ 設置場所

2021.

10.4 mon

10.17 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

友末 智子

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)

小品展

10月6日(水) 〜 10月11日(月)

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）

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【土・日・月曜日】10:00〜19:00【定休日】毎週火曜日 ※最終日は17:00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

無料※カフェのため、
ワンオーダーお願いします

建設工事現場の壁を彩る会

第21回示現会北海道作家展

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。

10月7日(木)〜10月12日(火) ※水曜日休館

道新ぎゃらりー

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。

10:00〜18:00

中央区大通西3丁目6 道新ビル大通館7階

無料

Hof.水車町（会場は豊平区水車町3丁目2）

あべ弘士

080-4509-7992

最終日は17:00まで

011-643-5051

無料

絵本原画展「氷上カーニバル」

011-221-2111

札幌美術展

佐藤

武

011-591-0090

8月3日(火)〜10月31日(日) ※9月30日
（木）
まで休館

札幌市こども人形劇場こぐま座 資料室「MA・SO・BO」657美術館

2021年10月9日(土)〜2022年1月10日(月・祝)10月無休、11月3日以降月曜休館、年末年始（12月29日〜1月3日）

9:00〜17:00

中央区中島公園1-1

9:45〜17:00（入館は16:30まで）

無料

第25期特別展

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（入館は16:30まで）

灯りと影のキャンドル展 2021

小原道城書道美術館

10月12日(火)〜10月17日(日)

大通美術館

中央区北2条西2丁目41セコム損保札幌ビル2F

10:00〜18:00

中央区大通西5丁目11

300円 (大学生以下無料)

011-552-2100

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

井川ゆきな 陶展「うまれくるかたち-祈ること-」
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

11:00〜19:00 ※最終日17:00まで

中央区北1西4

無料

札幌グランドホテル1階

011-261-3311

美 術・工 芸・映 像

一般

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75番地）

一般1000（800）円、高校・大学生700（560）円、小・中学生400（320）円 ※（）内は前売・20名以上の団体料金

011-512-6886

原田ミドー展

最終日16:00まで

無料

E室
大五ビル

011-231-1071

21 ルヴァン展 No.13
10月12日(火)〜10月17日(日)

GALLERY ESSE

10:00〜18:00

北区北9条西3丁目9番1号

最終日は17:00まで

無料

ル・ノール北9条1階

011-706-0606

北の陶彩

多田昌代 福盛田眞智子 三橋エリ 三人展

10月12日(火)〜18日(月）

札幌三越9階三越Aギャラリー

10:00〜19:00

中央区南1条西3丁目

最終日16:00終了

無料

011-271-3311

佐藤真康作品展-スケッチブック-

9月2日(木)〜11月30日(火)

クロスホテル札幌 3Fレストランアッシュ

10月13日(水)〜10月18日(月)

無料

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【土・日・月曜日】10:00〜19:00【定休日】毎週火曜日 ※最終日は17:00まで

中央区北2条西2丁目23番地

無料※カフェのため、
ワンオーダーお願いします

011-272-0010

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

小林龍一展

011-643-5051

「ミッドナイト・ファミリー」上映会

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

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―
休館日：月曜日
（9月20日、11月1日を除く）
、9月21日

狸小路5丁目 札幌プラザ2・5ビル
090-8900-6699

10月16日(土)〜10日31日(日) 定休日：毎週火曜

GALLERY創

11:00〜18:00

中央区南9条西6丁目1-36 U-ステージ

最終日は17:00まで

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。

011-562-7762

芸森アートマーケット 2021

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
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）

中央区南2条西5丁目6-1

あべみち子個展 「ここから はじまる」

011-210-5731

詳細は公式HPをご覧ください。
（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

サツゲキ

11:30（開場11:10）

【前売】一律1400円 【当日】一般 1800円、55歳以上 1200円、25歳以下 1200円

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

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

10月15日(金)〜10日17日(日)

10月17日(日)

札幌芸術の森アートホール（ロビー＆大練習室）

11:00〜16:00

南区芸術の森2丁目75

〔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）

無料

つむぐ -フライヤーでふりかえる hitaru ＆ SCARTSの3年間

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―

9月24日(金)〜12月26日(日)
無料

011-271-1955

個展

【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）

【開催日】2022年1月29日(土)

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

13:00〜14:30

1000円

〜西に沈んだもの〜

011-742-1608 ※電話等でのお申込みはできません。

アイノラのつどいVol.21 配信コンサート 〜ヴァイオリンを愛したJ.シベリウス〜

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）

10月10日(日)

【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

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

本館10階催事場

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

高橋喜代史展

9月11日(土)〜12月5日(日) 休館日：月曜日 10:00〜17:00

言葉は橋をかける

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）

尾形香三夫陶芸展

楽

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

011-709-4211

10月11日(月)

札幌コンサートホールKitara小ホール

開演19:00（開場18:30）

中央区中島公園1-15

全席自由 一般：3500円、小中高生：前売2000円（当日2500円）※未就学児入場可（座席使用時有料／ひざ上鑑賞無料）

高殿幸フルートリサイタル「組曲」

011-642-5709

最終入場時間 16:30

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

email : sibeliusxhokkaido@gmail.com

第18回東京メトロポリタン・ブラス・クインテット札幌公演

音

札幌三越

https://twitcasting.tv/step̲hokkaido/shopcart/85766

配信チケット：1000円 応援チケット：2000円
011-221-0144

9月29日(水)〜10月11日(月)

動画配信 ※チケットの購入・ご視聴の方法につきましてはHPをご覧ください。

19:00配信開始

011-643-5051

宝塚歌劇展

第3回本郷新記念札幌彫刻賞受賞記念

予約
申込

西2丁目地下歩道壁面（札幌市北1条西1丁目）
※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

清水恭平

011-633-6388

suite20211011@gmail.com

10月11日(月)

ザ・ルーテルホール

開演19:00（開場18:30）

中央区大通西6丁目3-1

一般：前売2500円（3000円） 学生：前売1500円（2000円）※カッコ内は当日料金

全音連歌唱全国大会2022北海道地区予選会&第26回発表会

10月5日(火)〜10月10日(日)

さいとうギャラリー

10月11日(月)

札幌市民交流プラザ3階 クリエイティブスタジオ

10:30〜18:30

中央区南1条西3丁目1番地 ラ・ガレリア 5階

開演13:00（開場12:00）

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

最終日は17:00まで

無料

第32回

080-5585-4954

MOA美術館

札幌児童作品展

無料

011-783-2288

市立札幌新川高等学校吹奏楽部第13回定期演奏会

070-8992-1840

10月5日(火)〜11月中旬 ※入賞作品のみ展示

MOAアートホール北海道

10月12日(火)

カナモトホール(札幌市民ホール)

10:00〜17:00

西区二十四軒4条2丁目8-31

開演18:30（開場17:45）

中央区北1条西1丁目

無料

090-6261-1276

秋・リポーゾ・着る

一般：1000円 中高生：前売500円（当日1000円）※小学生以下無料但し、座席指定券が必要の為主催者へ要問合せ

開館30周年記念事業

第118回かでるロビーコンサート

10月6日(水)〜10月11日(月)

茶廊法邑

10月13日(水)

北海道立道民活動センター展示ホール

10:30〜17:00

東区本町1条1丁目8-27

開演12:20（開場12:00）

中央区北2条西7丁目 道民活動センタービル

無料

最終日は16:00まで

RIPOSO. info@izumi-goto.com

無料

定員60名

011-522-5167

予約
申込

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1515回札幌市民劇場／根深夏ソプラノリサイタルモンテヴェルディが描いたギリシャ帝国・ローマ帝国
10月14日(木)

ザ・ルーテルホール

開演19:00（開場18:30）

中央区大通西6丁目3-1

前売2500円 当日3000円

人形劇団ひよっこ創立65周年記念公演
10月9日(土)〜10日(日)

札幌コンサートホールKitara小ホール

開演14:00（開場13:30）

中央区中島公園1-15
011-520-2000
札幌市時計台ホール

開演19:00（開場18:30）

中央区北1条西2丁目

500円

芸

10月16日(土)

Vol.6

台

Mi・Kamerata

予約
申込

術

090-6449-7404

011-512-6886

ambitious PTPT.1

舞

10月16日(土)

三瓶佳紀と門下生によるクラリネットアンサンブル演奏会

中央区中島公園1番1号

3歳以上700円

090-6447-4819

〈北海道教育大学・札幌大谷大学・Kitara連携事業〉若い芽の音楽会〜北国を翔ける新星

全席指定500円 ※未就学児入場不可

札幌市こども人形劇場こぐま座

【第1部】11:00〜12:00 【第2部】14:00〜15:00

10月10日(日)

ZEPP SAPPORO

開演 17:00（16:00開場）

中央区南9条西4丁目4

前売3300円 当日3850円

011-513-3535

大札幌落語会 さん喬・喬太郎 親子会
10月12日(火)

共済ホール

開演18:40（開場18:00）

中央区北4条西1丁目共済ビル6F

前売2600円 当日3000円 ※未就学児入場不可

080-7000-6403

音

きむらあつこジャズヴォーカル・ライブ・アット・パーククラブ

劇団しろちゃん2021秋公演「大国映画村二〇二一」

10月16日(土)

札幌パークホテル 地下1階 パーククラブ

10月15日(金)〜10月17日(日)

開演14:00（開場13:30）

中央区南10条西3丁目

前売3500円 当日4000円 限定50席

080-9007-3511

予約
申込

演劇専用小劇場 BLOCH（中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F）

【開演時間】
〔15日〕19:00〔16日〕①11:00 ②15:00 ③19:00〔17日〕①12:00 ②16:00

入場料：1000円 ネット配信視聴料：800円 ※要予約 詳しくはHPをご確認くださいhttp://gekidanshirochan.com/

011-511-3131

チンドン屋音楽祭

林家木りん・三遊亭好吉・春風亭昇吾

若手落語家三人会

楽

10月17日(日)

おはよう！ぐんまちゃんʼｓ

10月16日(土)

札幌市民交流プラザ3階 クリエイティブスタジオ

開演13:00（開場12:00）

中央区南7条西4丁目 LC7番館2階

開演16:00（開場15:30）

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

1000円（1ドリンク付き）

chindonya3355@gmail.com

前売2500円 当日3000円 ※未就学児入場不可

045-241-6681

zakka market&ハープwithピンクリボンチャリティーコンサート2021

〈募集〉SAPPORO CITY JAZZ 2021 ボランティアスタッフ

10月17日(日)

ブランチ札幌月寒「コポLABO」

【受付期間】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。

11:00〜16:00

豊平区月寒東3条11丁目1-24

【活動期間】11月〜3月
（主に12月）

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

無料

無料

info@lamainbleue.com

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

北海道シニア吹奏楽団第27回定期演奏会
10月17日(日)

北海道立道民活動センターかでる2・7

開演13:00（開場12:30）

中央区北2条西7丁目 道民活動センタービル

500円（小学生以下無料）

かでるホール

【応募期間】5月1日(土)〜11月30日(火)（必着）年1回公募

http://www.normalize.or.jp

無料

011-613-7551

第5回 ムジカ・コンフォルテ アンサンブルコンサート

〈作品募集〉2021年度 第26回

10月17日(日)

札幌市民交流プラザ3階 クリエイティブスタジオ

【応募期間】6月1日(火)〜10月31日(日)※必着

開演13:30（開場13:00）

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

小中学生による
「安全・快適アイディア」
コンテスト
札幌市内

※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

無料

011-817-2620

011-613-7551

縄文遺跡群 ボランティアガイド養成講座

〈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

10月14日(木)

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）

開講10:00

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。）

〈参加募集〉第67回札幌市児童生徒席書大会

千歳市中央1473-1

011-211-2579

500円

特別ワークショップ「だるまのおもしろ音楽教室〜スイカシェーカーづくり」

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）

011-271-4220

【受付期間】9月1日(水)〜10月22日(金) ※電話申込受付

札幌市こども人形劇場こぐま座

【開催日】10月23日(土) 14:00〜15:30

中央区中島公園1番1号

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）

5才〜小学生：300円 ※幼児は保護者同伴 ※定員20名

ウリュウ ユウキ 個展『leave a note −トラムの窓に置き手紙−』

FPフォーラム2021＆知るぽると講演会inさっぽろ

9月21日(火)〜10月10日(日) 月曜日休廊

トラムニストギャラリー

10月30日(土) ※要予約

11:00〜18:00

中央区南5条西15丁目2-5トラムニストビル 2階

無料
9月25日(土)〜10月10日(日)

定休日毎週火曜

最終日17:00まで

宇苗満作品展「カムイの島」

の

10月1日(金)〜10月6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
011-241-7170

【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
【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

e.wagatsuma the 1st

“S”tory 〜白は何色にもなれる〜

9月29日(水)〜10月4日(月)

ビストロカフェ＋ギャラリーオマージュ

無料

011-232-3980

GALLERY ESSE

10:00〜18:30

北区北9条西3丁目9番1号 ル・ノール北9条1階

無料

予約
申込

【受付期間】7月20日(火)〜10月13日(水)【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

10月5日(火)〜10月10日(日)

札幌市こども人形劇場こぐま座（中央区中島公園1-1）

10:00〜12:00
受講料3000円（学生1000円）

011-706-0606

011-512-6886

『はりぼて』上映会

武藤省吾と光ゆう写真展『森の譜』苫小牧研究林

10月9日
（土）

10月8日
（金）〜10月13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

011-241-7170

第22回札幌カリグラフィー作品展
10月12日(火)〜17日(日)

大丸藤井セントラル7Fスカイホール

10:00〜19:00

中央区南1条西3丁目2

無料

札幌市教育文化会館4F講堂（中央区北1条西13丁目）

【上映時間】①10:30〜12:10 ②12:30〜14:10 ③14:30〜16:10 ④16:30〜18:10 ⑤18:30〜20:10
前売1100円 当日1300円（満席の場合、当日券の発売はありません）

090-7055-0074

外国人に伝わりやすいやさしい日本語講座

080-3292-2879

【受付期間】10月9日(土)まで【開催日】10月10日(日)

予約
申込

札幌エルプラザ
北区北8条西3丁目28

9:30〜11:30

1000円（定員20名）※詳しくはHPをご覧ください。https://www.nihongosupport-hk.or.jp/

080-6091-3761

朗読とハープのアートスケッチ-秋麗

011-522-8777

〈参加募集〉
（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〜

書・岡田大岬（76歳）
自選展2021回顧と展開〔1〕

最終日17:00まで

詳細はHPをご確認ください（https://www.jafp.or.jp/shibu/do-oh）

11:00〜18:00（初日14:00〜18:00、最終日11:00〜16:00） 中央区南1条西5丁目プレジデント松井ビル1F

他

書 道・文 学・写 真

011-562-7762

最終日は17:00まで

予約
申込

16F

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）

中央区南9条西6丁目1-36

無料

0120-874-172

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」

展開する街

ギャラリー創（SOU）

無料

011-512-6886

中央区北4条西5丁目アスティ45

無料

そ

11:00〜18:00

Unfolding View

予約
申込

ACU SAPPORO大研修室1614

【開催時間】9:30〜16:20

hello@yuukiuryu.com

予約
申込

【集合場所】史跡キウス周堤墓群駐車場

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

募集期間：9月1日(水)〜10月6日(水)

近藤 マリア ルイーザ 明子 写真展

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

090-7056-0578

大人1000円 子供500円

リアル脱出ゲーム×ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風「ジョジョの奇妙な美術館からの脱出」

北の女性直木賞作家の作品を描く

予約
申込

10月15日(金)

札幌資料館2階研修室

10月15日(金)〜11月7(日) ※期間中、毎週金・土・日曜日に開催。 リアル脱出ゲーム札幌店（旧アジトオブスクラップ札幌）

開演13:30(開場13:00)

中央区大通西13丁目

有料。開催日・時間は日程により異なります。

2000円

中央区南1条西4丁目13 日の出ビル8F

詳しくは公式HPをご確認ください。https://realdgame.jp/jojo5tour/

090-9527-6857

011-522-8777

CMCカメラクラブ・フォレスト08フォトクラブ合同写真展

ピンクリボン in SAPPORO 2021

10月15日(金)〜10月20日(水)

富士フイルムフォトサロン札幌

10月16日(土)

札幌駅前通地下歩行空間(チカホ)

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

11:00〜17:00

中央区北2条西4丁目及び北3条西4丁目の間の地下

無料

【募集期間】9月1日(水)〜10月3日(日)【無料教室】10月10日(日)13:00から全10回予定

舞

【発表会】12月19日(日) 13:00〜16:00
無料

無料

011-241-7170

伝統文化子ども日本舞踊教室

※定員
（幼児・小中学生20名）
となり次第締め切ります。

090-2695-1484

台
芸

10月4日(月)

札幌市豊平館

13:30〜15:30

中央区中島公園1-20

術

011-615-6655

10月7日(木)

渡辺淳一文学館

開演14：00(開場13:30)

中央区南12条西6丁目414

1200円 先着50名

北3条交差点広場

011-676-3955

今を生きる日本文化

10月17日(日)
2000円(全席自由) 小学生以下 無料

※要予約

電話又はメールでお問い合わせください。

【受付期間】10月8日(金)まで【開催日】10月19日(火)
開演18:30（開場18:00）
500円（定員30名）

予約
申込

札幌市教育文化会館（中央区北1条西13丁目）小ホール
☎080-1861-9685 ✉hps.oﬃce@kitasa.or.jp

開演12:00（開場11:30）

エンタメとビジネス〜日本の大衆文化と経営＆会計〜

語りの会

無料

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）

風呂敷フェスティバル2021

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 ㈱SCC北海道支店内
011-385-4427

音夢の会 朗読会

２

予約
申込

011-685-1362

※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29日時点の情報を元に作成しております。

