
ルナ・フローラ展2021ジュンコ人見のはなクラフト
10月19日(火)～24日(日) ※休館日：月曜日

無料
10:00～18:00　最終日16:00まで

ギャラリー大通美術館

info@junco.jp
中央区大通西5丁目11　大五ビル1Ｆ

第31回帆船模型展
10月18日(月)～10月24日(日)

無料
10:00～18:00　最終日15:00まで

らいらっく・ぎゃらりい

a160osiro@gmail.com
中央区大通西4丁目北海道銀行本店ビル1F

第19回　彫雅会　鎌倉彫
10月19日(火) ～10月24日(日)

無料
10:00～18:00　最終日17:00まで

大丸藤井セントラル　7階スカイホール

011-866-3268
中央区南1条西3丁目2

北海道博物館　第18回企画テーマ展　アイヌのくらし
【前期】10月16日(土)～11月14日(日)【後期】11月16日(火)～12月12日(日) ※休館日：毎週月曜日

無料
9:30～16:30　入場は16:00まで

011-898-0466
北海道博物館2階 特別展示室（厚別区厚別町小野幌53-2）

秋色展2021
10月14日(木)～10月19日(火)

無料
10:00～16:00　最終日15:00まで

アートスペース201

011-251-1418
中央区南2条西1丁目7-8 山口中央ビル5・6F

白い虹
10月16日(土)～10月29日(金)　休館日：月曜日

無料
11:30～23:30

Cafe & Dining bar Insomnia
中央区北10条西16-1

011-640-6400

おたる Book Art Week 2021
10月11日(月)～10月24日(日)

無料
詳しくはHPをご確認ください。https://otaru.gr.jp/tourist/otarubook-art-week-2021

※会場によって展示期間/定休日/営業時間が異なります。

0134-61-7930

北海道の福祉とアートVol.5アトリエKUUMUUS 「ビぎナーズ」
10月5(火)～10月29(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

北都館　名画の小部屋　Vol.112 小野寺 紀子 ー秋風に想いをー
10月1日(金)～10月31日(日) ※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
【水・木・金曜日】10:00～22:00※10月14日まで20時閉店となります。【土・日・月曜日】10:00～19:00 ※最終日は17:00まで

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

あべゆうこと白うさぎの手仕事展
10月1日(金)～10月30日(土) ※祝・日曜日定休

無料
8:30～19:00(最終日15:00まで) 土曜日のみ10:00～19:00

オーガニック珈琲&ギャラリー 十字館

011-852-1711
豊平区西岡3条9丁目5-7

モノクロ銀塩写真家・織物作家　二人展
10月1日(金)～10月24日(日)

無料
10:00～20:00

札幌PARCO 3F エスカレーター横

080-4509-7992
中央区南1条西3丁目　

++A&T 06 大和田俊 × SCARTS × CoSTEP × 札幌の高校生たち「地球をかたづける」ワークショップ
【募集期間】9月22日(水)～10月26日(火)

無料【対象年齢】15～18歳（高校生以上）【参加条件】11月6日(土)～7日(日)の2日間参加できること
【定員10名（定員に達し次第、受付終了）詳しくはHPをご確認ください。【開催期間】11月6日(土)～7日(日) 10:00～17:00

札幌文化芸術交流センターSCARTS（中央区北1条西1丁目）

011-271-1955

北海道銀行コレクション
9月15(水)～11月23日(火・祝)

一般 510(420)円　高大生 250(170)円 ※カッコ内は10名以上の団体料金※高校生は土曜日並びに学校教育での利用は無料。
中学生以下、65歳以上、障がい者手帳をお持ちの方等 無料9:30～17:00（入場16:30まで） 【休館日】月曜日
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

 Familiar mountain & a fish doesn't eat microplastic
9月1日(水)～11月30日(火)

無料
8:00～22:00（最終日は20:00まで）

JRタワーARTBOX

011-209-5075
北区北6条西2丁目　JRタワー1階東コンコース

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

一般　300円　(大学生以下無料)
10:00～17:00（入館は16:30まで）

小原道城書道美術館

011-552-2100
中央区北2条西2丁目41セコム損保札幌ビル2F

あべ弘士　絵本原画展「氷上カーニバル」
8月3日(火)～10月31日(日) ※9月30日（木）まで休館

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

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 （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）

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

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

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

無料
11:00～19:00 ※最終日17:00まで

グランビスタギャラリーサッポロ

011-261-3311
中央区北1西4　札幌グランドホテル1階

つむぐ　-フライヤーでふりかえる　hitaru ＆ SCARTSの3年間
9月24日(金)～12月26日(日)

無料 https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=1960

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。

011-271-1955

原田ミドー展
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

011-272-0010
中央区北2条西2丁目23番地

小林龍一展
9月2日(木)～11月30日(火)

無料

クロスホテル札幌　2Fロビー

011-272-0010
中央区北2条西2丁目23番地

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―
9月15日(水)～11月7日(日) 9:30～17:00（入場は16:30まで）
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（中央区北1条西17丁目）

011-210-5731

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。小学生以下無料（要保護者同伴）
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
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

〔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）
9:30～17:00（入場は16:30まで）

011-644-6882

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）

第32回　MOA美術館　札幌児童作品展
10月5日(火)～11月中旬 ※入賞作品のみ展示

無料
10:00～17:00

MOAアートホール北海道 1階ギャラリー

090-6261-1276
西区二十四軒4条2丁目8-31

第3回本郷新記念札幌彫刻賞受賞記念　高橋喜代史展　言葉は橋をかける
2021年9月11日(土)～2022年1月16日(日) 休館日：月曜日　9月11日（土）～9月30日（木）臨時休館
10:00～17:00　最終入場時間 16:30
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

011-642-5709

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）

あべみち子個展　「ここから　はじまる」
10月16日(土)～10日31日(日) 定休日：毎週火曜

無料
11:00～18:00　最終日は17:00まで

GALLERY創

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36 U-ステージ

佐藤真康作品展-スケッチブック-
10月13日(水)～10月18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
【水・木・金曜日】10:00～22:00※10月14日まで20時閉店となります。 【土・日・月曜日】10:00～19:00 ※最終日は17:00まで

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

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)～10月18日(月）

無料
10:00～19:00　最終日16:00終了

札幌三越9階三越Aギャラリー

011-271-3311
中央区南1条西3丁目

札幌美術展　佐藤　武
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）

一般1000（800）円、高校・大学生700（560）円、小・中学生400（320）円　※カッコ内は前売・20名以上の団体料金
9:45～17:00（入館は16:30まで）

011-591-0090

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75番地）

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。

■ 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〉



想月ルナ 個展 「少女乙女の夢をみる」
10月20日(水)～10月25日(月)

無料
11:00～18:00 ※初日13:00から　最終日16:00まで

ビストロカフェ＋ギャラリー　オマージュ

lunanoa-doll@outlook.jp
中央区南1条西5丁目プレジデント松井ビル100  1F

「猫といっしょ。ふたたび」　川口　一菜　日本画展
10月20日(水)～10月25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
【水・木・金曜日】10:00～22:00※10月14日まで20:00閉店となります。 【土・日・月曜日】10:00～19:00 ※最終日は17:00まで

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

北海道の羊と遊ぶ きりぎりすの会Ⅲ
10月19日(火)～10月24日(日) ※休館日：月曜日

無料
10:00～18:00　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

ロベルト・シューマン ヴィオラで綴る詩とメルヘン
10月18日(月)

2000円 ※定員100人
開演19:00　開場18:30

ザ・ルーテルホール

schumannsapporo@gmail.com
中央区大通西6丁目3-1

〈申込受付〉 小出斉＆石川二三夫 Blues Live 2021
【受付期間】10月5日(火)～11月12日(金)

前売3500円 当日4000円(要ドリンクオーダー) 定員20名
【開催日】11月12日(金)　開演20:00　開場19:30

STORMY MONDAY（ストーミーマンデー）

 011-512-0005
中央区南6条西3丁目6-27 おおたビル5F

〈申込受付〉からだにいいかふぇクラシックコンサート vol.5
【受付期間】9月3日(金)～11月7日(日)【開催日】11月7日(日)

2000円 ※定員18名
開演15:00　開場14:30

からだにいいかふぇ

090-4879-0292
北区北7条西5丁目6-1 ストークマンション208号

「さよならテレビ」上映会
10月31日(日)

前売 1000円（一律） 当日1300円（満席の場合、当日券の発売はありません）※定員78席
【上映時間】①10:00～11:50 ②12:30～14:20 ③15:00～16:50 (開場は各30分前)

札幌市教育文化会館4F講堂（中央区北1条西13丁目）

090-7055-0074

タワービュートップシネマ2021『ムーンライズ・キングダム』
10月30日(土)～10月31日(日)

2000円(1ソフトドリンク付) 定員50名 チケット販売サイト「パスマーケット」にて販売
【受付】16:50～17:20 【上映】17:30から

ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園 キャンバスルーフトップ「Outdoor Living SAPPORO」

kinomado@gmail.com

中央区大通西1-12

こあやこてん　ko-aya solo exhibition - fake earth -
10月27日(水)～11月1日(月)

無料
11:00～18:00 〈初日〉14:00～18:00 〈最終日〉11:00～16:00

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丁目プレジデント松井ビル100  1F

木工クラフト2021 二橋愛次郎・勇田常夫 二人展
10月29日(金)～11月2日(火)

無料
12:00～18:00　最終日17:00まで

フラーテ札幌

011-207-7758
中央区南2条東1丁目フラーテ札幌3F

【北都館ギャラリー】第12回SMサムホール36人展
10月27日(水)～11月1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
【水・木・金曜日】10:00～22:00 ※10月14日まで20時閉店となります。【土・日・月曜日】10:00～19:00 ※最終日は17:00まで

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

銀粘土展MeisterⅡ
10月26日(火)～10月31日(日) 　休館日：毎週月曜日　月曜祝休日の場合はその翌平日休館

無料
10:00～18:00　最終日15:00終了

silverdicha@gmail.com
札幌市資料館2階　ギャラリー5（中央区大通西13丁目）

銀粘土展Ⅶ
10月26日(火)～10月31日(日) 　休館日：毎週月曜日　月曜祝休日の場合はその翌平日休館

無料
10:00～18:00　最終日16:00終了

silverdicha@gmail.com
札幌市資料館2階　ギャラリー6（中央区大通西13丁目）

Subikiawa食器展　あの山を泳いだ明日
10月25日(月)～10月31日(日)

無料
11:00～16:00

ネクタイアトリエ 

subikiawa@hotmail.co.jp
東区北8条東15丁目1-22

ランプワークの世界展 2021 秋
10月23日(土)～11月7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

The October observation 10月の自然観察
10月22日(金)～10月26日(火)

無料
11:00～18:00　最終日17:00まで

STUDIO kamokamo (スタジオカモカモ)

011-584-0025
南区真駒内幸町1-1-15

いのこもの展・6
10月22日(金)～10月25日(月)

無料
11:00～17:00　最終日16:00まで

みんなのいえ

inokomono@mail.zaq.jp
北区北14条西3丁目1-23

2021年度 第7回 リサイクルアート展
10月22日(金)～10月24日(日)

無料
10:00～19:00

札幌駅前通地下歩行空間　キタサンHIROBA

011-290-1112
中央区北3条西4丁目

連載完結記念 「ハイキュー!!」展
10月20日(水)~11月8日(月)

一般・大学生 1500（1300）円、中高生 1000（900）円、小学生 500（400）円、グッズ付き入場券 2700（2500）円 ※カッコ内は前売券料金

10:00～20:00まで（最終日は17:00まで）※最終入場は閉場時間の60分前まで
大丸札幌店7階（中央区北5条西4丁目7） 詳細はHPをご覧ください。https://dmdepart.jp/museum/sapporo/haikyu-ten/#anc-01

011-232-1373

モリケンイチ個展　ちょっと素敵にカニバリズム
10月20日(水)～11月1日(月) ※定休日：毎週火曜日

無料
13:00～19:00

ギャラリー犬養 2F 大部屋

011-813-0515
豊平区豊平3条1丁目1-12

フィラルモニカ・マンドリーニ・アルバ・サッポロ2021演奏会
10月31日(日)

一般2000円　学生1000円（小学生以下無料）
開演13:30　開場13:00

札幌サンプラザコンサートホール

080-5588-0089
北区北24条西5丁目

第21回音楽発表祭
10月31日(日)

無料
開演11:00　開場10:30

札幌市教育文化会館

011-533-7031
中央区北1条西13丁目

第1回村場流八丈太鼓フェスティバル
10月31日(日)

無料
11:00～13:00

札幌芸術の森　アートホール

011-855-2029
南区芸術の森2丁目75

創立50周年記念　札幌フィルハーモニー管弦楽団　第63回定期演奏会
10月31日(日)

1500円
開演14:00　開場13:30

カナモトホール（札幌市民ホール）

080-3237-2595
中央区北1条西1丁目

Autumn concert
10月30日(土)

無料（入場には整理券が必要です）
開演18:00　開場17:45

時計台ホール

autum.concert20211030@gmail.com
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内

第12回 Sound Space クラシックコンサート～二胡とクラシックギターの奏～
10月30日(土)

前売2800円　当日3300円
開演15:00　開場14:00

渡辺淳一文学館

090-8633-5070
中央区南12条西6丁目414

札幌大学吹奏楽団　第40回定期演奏会
10月30日(土)

前売1000円　当日1200円
開演17:30　開場17:00

札幌市教育文化会館　大ホール

090-2055-1004
中央区北1条西13丁目

ジャズ・シティ札幌の底力Ⅱ
10月29日(金)～10月31日(日)

一般・学生：各回2、000円※前売当日共通・全席自由・未就学児入場不可
開演19:00　開場18:30 ※詳しくはHPをご確認ください（https://s-e-season.com/jlyp/）

特設ライブエールシアター〈旧北海道四季劇場〉（中央区大通東1丁目10）

011-281-6680

音楽劇　ピーターと狼
10月27日（水）

一般：4000円　小中学生：2500円 ※前売当日共通・全席自由・未就学児入場不可
①開演15:00 開場14:30　②開演19:00 開場18:30

特設ライブエールシアター（旧北海道四季劇場）

011-281-6680
中央区大通東1丁目10

沓野勢津子マリンバリサイタル～クラシックから現代へつながる絆
10月27日（水）

〈一般〉前売3000円　当日3500円　〈学生〉前売1500円　当日2000円
開演19:00　開場18:30

札幌コンサートホール　キタラ　小ホール

080-4234-8824
中央区中島公園1-15

ウィステリアホール　PREMIUM CLASSIC XII～朗読と歌で綴る「マゲローネのロマンス」
10月24日(日)

〈一般〉前売2000円　当日2500円　〈U25〉前売1000円　当日1500円 ※定員90人
開演14:00　開場:13:30

ウィステリアホール

011-281-1001
中央区南1条西14丁目ウィステリア南1条ビル地下1F

きたぐににうたう「詩と音楽のつどい」第47回北海道作詩家協会 新作発表会
10月24日(日)

1000円
開演12:30　開場:12:00

札幌サンプラザコンサートホール

0123-23-0539
北区北24条西5丁目

長島剛子・梅本実リートデュオリサイタル～ロマン派から20世紀へPartⅢ
10月23日(土)

3000円
開演17:00　開場16:30

ザ・ルーテルホール

011-665-0675
中央区大通西6丁目3-1

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～
10月23日(土)

一般2500円　学生1500円
開演15:00　開場14:30

渡辺淳一文学館

music.in.art.piano@gmail.com
中央区南12条西6丁目414

北海道ウィンドアンサンブルドサンコスPresents リサイタルシリーズ坂口草太トランペットリサイタル
10月22日 (金)

一般2000円　学生1000円　オンラインチケット1000円
開演19:00　開場18:30

時計台ホール（中央区北1条西2丁目札幌市時計台内）
詳しくはHPをご確認ください（https://teket.jp/973/7012）

hwe.dosankos.314@gmail.com

第1519回札幌市民劇場／桑島昌子ソプラノリサイタル
10月22日 (金)

〈一般〉前売3500円 当日4000円　〈学生〉前売3000円 当日3500円
開演19:00　開場18:30

札幌コンサートホール　キタラ　小ホール

011-665-0675
中央区中島公園1-15

ピアノトリオ演奏会　室内楽の愉しみ
10月21日(木)

3000円
開演19:00　開場18:30

ふきのとうホール

011-665-0675
中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6F

第22回　ピアノデュオコンサート
10月21日(木)

2000円
開演19:00　開場18:15

札幌コンサートホール　キタラ　小ホール

011-563-0545
中央区中島公園1-15

再炎　ロンリー上等! !アタイに触ると火傷するよ　昭和レディ・鵺
10月31日(日)

前売2500円　当日3000円　学生1500円（学生証提示）　小学生以下無料
【壱ノ回】開演13:00 開場12:30 【弐ノ回】開演16:00 開場15:30

北ガス文化ホール(千歳市民文化センター)中ホール

090-2077-8327
千歳市北栄2丁目2番11号

第10回 朗読会「午後のポエジア」動画鑑賞会
10月31日(日)

無料　※予約が必要です（定員先着30人、お名前・連絡先・人数をお知らせください）
開演15:00　開場14:30

札幌エルプラザ4F中研修室

080-4071-0956
北区北8条西3丁目

2021年度 公益社団法人 札幌消費者協会 連続時事講座「SDGs誰一人取り残さない社会環境をめざそう！」
10月28日(木) 13:30～15:00

資料代：1講座につき、会員300円、一般600円 ※定員40名
11月11日(木) 13:30～15:00

札幌エルプラザ2F環境研修室
北区北8条西3丁目

011-728-8300

消費者トラブルなんでも110番
10月23日(土)

無料　※電話相談（当日のみ特設電話011-221-0188）は予約不要
10:00～15:00

北海道立消費生活センター

011-221-0110
中央区北3条西7丁目北海道庁別館西棟2F

開拓使建築の最高峰 豊平館　～出会い・沿革・その魅力～
【受付期間】10月6日(水)～11月5日(金)

無料　※定員40名
【開催日】11月5日(金) 18:00～19:30(受付17:30～)

札幌市豊平館　広間

011-211-1951
中央区中島公園1-20

第9回 東日本大震災復興支援 澤井貴良子朗読会
10月29日(金) 

1500円
開演13:30　開場13:10

札幌エルプラザ4階 大研修室

011-644-5344
北区北8条西3丁目

さつらく寄席
10月31日(日)

500円 ※定員50名　※要申込
開演13:30　開場13:00

UHB北海道文化放送1F N1厨房「仲間達」イス席

srakugoclub@gmail.com
北区北1条西14丁目

親子に届けたいお母さんの手作り劇「お・へ・そ」
10月30日（土）～10月31日（日）

大人：前売700円 当日800円　こども（3歳以上18歳未満）：300円　大人と同伴のこども：200円
10月30日（土） ①11:00～12:00 ②14:00～15:00　10月31日（日）11:00～12:00 　　　　　

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

elmnomori00@gmail.com

わけちゃんの手遊び講習会
10月28日(木)

1000円　定員30名・先着順
10:30～12:00

札幌市こども人形劇場こぐま座

011-753-2858
中央区中島公園1-1

OrganWorks「Too Enough Medium」
10月27日(水)～10月29日(金)

一般：3000（2500）円　U-23：2000（1500）円 ※各回40席限定 ※カッコ内前売料金
10月27日：開演19:30 開場19:00　10月28日：①開演15:30 開場15:00 ②開演19:30 開場19:00　10月29日 開演19:30 開場19:00

扇谷記念スタジオ・シアターZOO（中央区南11条西1丁目3-17ファミール中島公園B1F）

080-5591-0098

オペラ　ヘンゼルとグレーテル 日本語上演
10月24日(日)

一般：2000円 小中学生：1000円 ※前売当日共通・全席自由・未就学児入場不可
開演14:00　開場13:30

特設ライブエールシアター（旧北海道四季劇場）

011-281-6680
中央区大通東1丁目10

こぐま座秋の特別公演「音づくりパフォーマンス～だるま森のがっきやさん～」
10月23日(土)～10月24日(日)

こども(3歳～高校生)800円(前売600円) おとな(18歳以上)1200円(前売1000円)定員45名※前日までの予約で前売料金となります。
10月23日(土)11:00～12:00　10月24日(日) ①11:00～12:00 ②14:00～15:00

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

札幌路面電車劇場第十便マキニウムE号
10月23日(土)

事前支払いのみ 1500円（約10席限定） ※詳細はHPをご確認ください（https://romenmakiniume.peatix.com）
開演17:00 開場16:45 ※16時55分までにお越しください

【集合場所】札幌市電 電車事業所構内

090-9438-4195

中央区南21条西16丁目2-20 ※解散場所も同じです

SCRAMBLE EXPO 2021「ぱびりおんさん」
①10月22日(金)②10月23日(土)③10月24日(日)

一般3000（2800）円　25歳以下(要証明書) 2800（2500）円　高校生以下1000円 ※カッコ内は前売料金 ※未就学児入場不可
①開演19:00 開場18:30 ②-1 開演14:00 開場13:30 ②-2開演18:00 開場17：30（アフタートークあり）③開演11:30 開場11:00

扇谷記念スタジオ・シアターZOO（中央区南11条西1丁目3-17ファミール中島公園B1F）

gekidanshimizukikaku@gmail.com

グッドピープル
10月19日(火)

7700円 ※未就学児入場不可
開演18:30　開場17:45

札幌市教育文化会館　大ホール

011-214-5242
中央区北1条西13丁目

朗読会　はまなす　VOl.１
10月18日(月)

1000円
開演13:00　開場12:30

札幌市民交流プラザ 4階402室

011-614-7851
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

【HTB onライン劇場】シークレット歌劇團0931 貴族の宝石箱4ct
10月24日(日)

オンライン開催になります。詳細はHPをご覧ください。https://www.htb.co.jp/event/online_theater/program/20211024071798
通常視聴料 1390円　コラボグッズ付き視聴料 3500円　別途送料300円・全国一律 ※1ct、2ct、3ct 振り返り配信 それぞれ555円

開演時間 20:00

info-onlinetheater@htb.co.jp

野外演劇『クマのままでいたいと思ったクマ』
10月24日(日)

料金：投げ銭制（お金はお好きなだけお願いします。）
開演14:00　開場13:00

虹のしっぽ　ほっぺた館

011-206-0804
南区簾舞4条3丁目4-25

JAPAN LIVE YELL project IN HOKKAIDO
10月3日(日)～11月21日(日)

詳細はHPをご確認くださいhttps://s-e-season.com/jlyp/

特設ライブエールシアター（旧北海道四季劇場）

011-281-6680
中央区大通東1丁目10

特別展「小説挿絵の魅力ー文芸作品に伴走して」展
10月30日(土)～12月19日(日) ※休館日：月曜日（ただし、月曜日が祝日等の場合は開館）

一般500（400）円、高大生250（200）円、中学生以下・65歳以上無料 ※カッコ内は前売および10名以上の団体料金
9:30～17:00 ※展示室入場は16:30まで

011-511-7655

北海道立文学館特別展示室（中央区中島公園1-4）

「それぞれの瞬間」6人展　第2回
10月29日(金)～11月3日(水)

無料
10:00～18:00

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1階

両瀬いさお写真展　「天空の煌き」
10月22日(金)～10月27日(水)

無料
10:00～18:00

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1階

第4回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展
10月21日(木)～10月23日(土)

無料
10:00～18:00

北大通交差点広場〔東〕

info@hokkaido-photo.jp
中央区北1条西3丁目　札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）内

 HOKKAIDO PHOTO FESTA2019グランプリ受賞・写真集出版記念　桑迫伽奈写真展「不自然な自然」
10月18日(月)～10月24日(日)

無料
11:00～19:00  ※20日のみ16:30まで

眺望ギャラリーテラス計画

hpf.sapporo@gmail.com
中央区北2条西4丁目1赤れんがテラス5F（3Fより専用EVに乗り換え）

〈申込受付〉HOKKAIDO PHOTO FESTA 2021
10月18日(月)～10月24日(日)

詳しくはHPをご確認ください（https://www.hokkaidophotofesta.com/）有料（一部のオンラインプログラムは無料）
開催時間・料金はプログラムによって異なります。※他のプログラムはオンライン開催（YouTube配信、zoom配信）

中央区北2条西7丁目北海道立道民活動センターかでる2・7  920会議室

hpf.sapporo@gmail.com

中央図書館所蔵資料特別展「新聞に見る北海道アラカルト」
10月14日(木)～12月7日(火) オンライン講演会11月5日(金)～12月28日(火) ※詳しくはHPをご確認ください。

無料
平日8:45～20:00(ただし休館日は17:00まで)　土日祝日：8:45～17:00

中央図書館 1階展示室（中央区南22条西13丁目）

011-512-7355

第126回OKUI MIGAKUギャラリーコンサート『春への憧れ vol.XVI』
10月31日(日)

一般3000円　学生1500円　中学生以下無料
開演15:00　開場14:30

OKUI MIGAKU（奥井理） ギャラリー

011-521-3540
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

〈申込受付〉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―
【受付期間】2022年1月21日(金) 23:55まで

1000円 ※電話等でのお申込みはできません。
【開催日】2022年1月29日(土)　13:00～14:30

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）

011-742-1608
https://soccs.doorkeeper.jp/events/124438

予約
申込

CMCカメラクラブ・フォレスト08フォトクラブ合同写真展
10月15日(金)～10月20日(水)

無料
10:00～18:00

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1階

〈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

人形劇団ひよっこ創立65周年記念公演　
10月30日(土)～10月31日(日)

3歳以上700円　※各回定員45名
【第1部】11:00～12:00　【第2部】14:00～15:00

札幌市こども人形劇場こぐま座

011-512-6886
中央区中島公園1番1号

FPフォーラム2021＆知るぽると講演会inさっぽろ
10月30日(土) ※要予約

詳細はHPをご確認ください（https://www.jafp.or.jp/shibu/do-oh）無料
【開催時間】9:30～16:20

0120-874-172

中央区北4条西5丁目アスティ45　16F
ACU SAPPORO大研修室1614

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」
【受付期間】9月1日(水)～10月22日(金) ※電話申込受付

5才～小学生：300円　※幼児は保護者同伴 ※定員20名
【開催日】10月23日(土) 14:00～15:30

札幌市こども人形劇場こぐま座

011-512-6886
中央区中島公園1番1号

〈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

〈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
【受付期間】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。

予約
申込

予約
申込

予約
申込
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〈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～
【申込締切】11月3日(水)【第4期『あそびのお店 』を開店しよう】【開催日】11月4日(木)～7日(日)　※全4日

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
昼コース10:00～12:00　夜コース19:00～21:00

（両コースとも土曜日10:00～12:00  日曜日10:00～15:30）

予約
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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」
10月15日(金)～11月7(日) ※期間中、毎週金・土・日曜日に開催。

詳しくは公式HPをご確認ください。https://realdgame.jp/jojo5tour/
有料。開催日・時間は日程により異なります。

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 日の出ビル8F
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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10月13日時点の情報を元に作成しております。

※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10月13日時点の情報を元に作成しております。
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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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想月ルナ 個展 「少女乙女の夢をみる」
10月20日(水)～10月25日(月)

無料
11:00～18:00 ※初日13:00から　最終日16:00まで

ビストロカフェ＋ギャラリー　オマージュ

lunanoa-doll@outlook.jp
中央区南1条西5丁目プレジデント松井ビル100  1F

「猫といっしょ。ふたたび」　川口　一菜　日本画展
10月20日(水)～10月25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
【水・木・金曜日】10:00～22:00※10月14日まで20:00閉店となります。 【土・日・月曜日】10:00～19:00 ※最終日は17:00まで

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

北海道の羊と遊ぶ きりぎりすの会Ⅲ
10月19日(火)～10月24日(日) ※休館日：月曜日

無料
10:00～18:00　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

ロベルト・シューマン ヴィオラで綴る詩とメルヘン
10月18日(月)

2000円 ※定員100人
開演19:00　開場18:30

ザ・ルーテルホール

schumannsapporo@gmail.com
中央区大通西6丁目3-1

〈申込受付〉 小出斉＆石川二三夫 Blues Live 2021
【受付期間】10月5日(火)～11月12日(金)

前売3500円 当日4000円(要ドリンクオーダー) 定員20名
【開催日】11月12日(金)　開演20:00　開場19:30

STORMY MONDAY（ストーミーマンデー）

 011-512-0005
中央区南6条西3丁目6-27 おおたビル5F

〈申込受付〉からだにいいかふぇクラシックコンサート vol.5
【受付期間】9月3日(金)～11月7日(日)【開催日】11月7日(日)

2000円 ※定員18名
開演15:00　開場14:30

からだにいいかふぇ

090-4879-0292
北区北7条西5丁目6-1 ストークマンション208号

「さよならテレビ」上映会
10月31日(日)

前売 1000円（一律） 当日1300円（満席の場合、当日券の発売はありません）※定員78席
【上映時間】①10:00～11:50 ②12:30～14:20 ③15:00～16:50 (開場は各30分前)

札幌市教育文化会館4F講堂（中央区北1条西13丁目）

090-7055-0074

タワービュートップシネマ2021『ムーンライズ・キングダム』
10月30日(土)～10月31日(日)

2000円(1ソフトドリンク付) 定員50名 チケット販売サイト「パスマーケット」にて販売
【受付】16:50～17:20 【上映】17:30から

ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園 キャンバスルーフトップ「Outdoor Living SAPPORO」

kinomado@gmail.com

中央区大通西1-12

こあやこてん　ko-aya solo exhibition - fake earth -
10月27日(水)～11月1日(月)

無料
11:00～18:00 〈初日〉14:00～18:00 〈最終日〉11:00～16:00

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丁目プレジデント松井ビル100  1F

木工クラフト2021 二橋愛次郎・勇田常夫 二人展
10月29日(金)～11月2日(火)

無料
12:00～18:00　最終日17:00まで

フラーテ札幌

011-207-7758
中央区南2条東1丁目フラーテ札幌3F

【北都館ギャラリー】第12回SMサムホール36人展
10月27日(水)～11月1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
【水・木・金曜日】10:00～22:00 ※10月14日まで20時閉店となります。【土・日・月曜日】10:00～19:00 ※最終日は17:00まで

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

銀粘土展MeisterⅡ
10月26日(火)～10月31日(日) 　休館日：毎週月曜日　月曜祝休日の場合はその翌平日休館

無料
10:00～18:00　最終日15:00終了

silverdicha@gmail.com
札幌市資料館2階　ギャラリー5（中央区大通西13丁目）

銀粘土展Ⅶ
10月26日(火)～10月31日(日) 　休館日：毎週月曜日　月曜祝休日の場合はその翌平日休館

無料
10:00～18:00　最終日16:00終了

silverdicha@gmail.com
札幌市資料館2階　ギャラリー6（中央区大通西13丁目）

Subikiawa食器展　あの山を泳いだ明日
10月25日(月)～10月31日(日)

無料
11:00～16:00

ネクタイアトリエ 

subikiawa@hotmail.co.jp
東区北8条東15丁目1-22

ランプワークの世界展 2021 秋
10月23日(土)～11月7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

The October observation 10月の自然観察
10月22日(金)～10月26日(火)

無料
11:00～18:00　最終日17:00まで

STUDIO kamokamo (スタジオカモカモ)

011-584-0025
南区真駒内幸町1-1-15

いのこもの展・6
10月22日(金)～10月25日(月)

無料
11:00～17:00　最終日16:00まで

みんなのいえ

inokomono@mail.zaq.jp
北区北14条西3丁目1-23

2021年度 第7回 リサイクルアート展
10月22日(金)～10月24日(日)

無料
10:00～19:00

札幌駅前通地下歩行空間　キタサンHIROBA

011-290-1112
中央区北3条西4丁目

連載完結記念 「ハイキュー!!」展
10月20日(水)~11月8日(月)

一般・大学生 1500（1300）円、中高生 1000（900）円、小学生 500（400）円、グッズ付き入場券 2700（2500）円 ※カッコ内は前売券料金

10:00～20:00まで（最終日は17:00まで）※最終入場は閉場時間の60分前まで
大丸札幌店7階（中央区北5条西4丁目7） 詳細はHPをご覧ください。https://dmdepart.jp/museum/sapporo/haikyu-ten/#anc-01

011-232-1373

モリケンイチ個展　ちょっと素敵にカニバリズム
10月20日(水)～11月1日(月) ※定休日：毎週火曜日

無料
13:00～19:00

ギャラリー犬養 2F 大部屋

011-813-0515
豊平区豊平3条1丁目1-12

フィラルモニカ・マンドリーニ・アルバ・サッポロ2021演奏会
10月31日(日)

一般2000円　学生1000円（小学生以下無料）
開演13:30　開場13:00

札幌サンプラザコンサートホール

080-5588-0089
北区北24条西5丁目

第21回音楽発表祭
10月31日(日)

無料
開演11:00　開場10:30

札幌市教育文化会館

011-533-7031
中央区北1条西13丁目

第1回村場流八丈太鼓フェスティバル
10月31日(日)

無料
11:00～13:00

札幌芸術の森　アートホール

011-855-2029
南区芸術の森2丁目75

創立50周年記念　札幌フィルハーモニー管弦楽団　第63回定期演奏会
10月31日(日)

1500円
開演14:00　開場13:30

カナモトホール（札幌市民ホール）

080-3237-2595
中央区北1条西1丁目

Autumn concert
10月30日(土)

無料（入場には整理券が必要です）
開演18:00　開場17:45

時計台ホール

autum.concert20211030@gmail.com
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内

第12回 Sound Space クラシックコンサート～二胡とクラシックギターの奏～
10月30日(土)

前売2800円　当日3300円
開演15:00　開場14:00

渡辺淳一文学館

090-8633-5070
中央区南12条西6丁目414

札幌大学吹奏楽団　第40回定期演奏会
10月30日(土)

前売1000円　当日1200円
開演17:30　開場17:00

札幌市教育文化会館　大ホール

090-2055-1004
中央区北1条西13丁目

ジャズ・シティ札幌の底力Ⅱ
10月29日(金)～10月31日(日)

一般・学生：各回2、000円※前売当日共通・全席自由・未就学児入場不可
開演19:00　開場18:30 ※詳しくはHPをご確認ください（https://s-e-season.com/jlyp/）

特設ライブエールシアター〈旧北海道四季劇場〉（中央区大通東1丁目10）

011-281-6680

音楽劇　ピーターと狼
10月27日（水）

一般：4000円　小中学生：2500円 ※前売当日共通・全席自由・未就学児入場不可
①開演15:00 開場14:30　②開演19:00 開場18:30

特設ライブエールシアター（旧北海道四季劇場）

011-281-6680
中央区大通東1丁目10

沓野勢津子マリンバリサイタル～クラシックから現代へつながる絆
10月27日（水）

〈一般〉前売3000円　当日3500円　〈学生〉前売1500円　当日2000円
開演19:00　開場18:30

札幌コンサートホール　キタラ　小ホール

080-4234-8824
中央区中島公園1-15

ウィステリアホール　PREMIUM CLASSIC XII～朗読と歌で綴る「マゲローネのロマンス」
10月24日(日)

〈一般〉前売2000円　当日2500円　〈U25〉前売1000円　当日1500円 ※定員90人
開演14:00　開場:13:30

ウィステリアホール

011-281-1001
中央区南1条西14丁目ウィステリア南1条ビル地下1F

きたぐににうたう「詩と音楽のつどい」第47回北海道作詩家協会 新作発表会
10月24日(日)

1000円
開演12:30　開場:12:00

札幌サンプラザコンサートホール

0123-23-0539
北区北24条西5丁目

長島剛子・梅本実リートデュオリサイタル～ロマン派から20世紀へPartⅢ
10月23日(土)

3000円
開演17:00　開場16:30

ザ・ルーテルホール

011-665-0675
中央区大通西6丁目3-1

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～
10月23日(土)

一般2500円　学生1500円
開演15:00　開場14:30

渡辺淳一文学館

music.in.art.piano@gmail.com
中央区南12条西6丁目414

北海道ウィンドアンサンブルドサンコスPresents リサイタルシリーズ坂口草太トランペットリサイタル
10月22日 (金)

一般2000円　学生1000円　オンラインチケット1000円
開演19:00　開場18:30

時計台ホール（中央区北1条西2丁目札幌市時計台内）
詳しくはHPをご確認ください（https://teket.jp/973/7012）

hwe.dosankos.314@gmail.com

第1519回札幌市民劇場／桑島昌子ソプラノリサイタル
10月22日 (金)

〈一般〉前売3500円 当日4000円　〈学生〉前売3000円 当日3500円
開演19:00　開場18:30

札幌コンサートホール　キタラ　小ホール

011-665-0675
中央区中島公園1-15

ピアノトリオ演奏会　室内楽の愉しみ
10月21日(木)

3000円
開演19:00　開場18:30

ふきのとうホール

011-665-0675
中央区北4条西6丁目3-3　六花亭札幌本店6F

第22回　ピアノデュオコンサート
10月21日(木)

2000円
開演19:00　開場18:15

札幌コンサートホール　キタラ　小ホール

011-563-0545
中央区中島公園1-15

再炎　ロンリー上等! !アタイに触ると火傷するよ　昭和レディ・鵺
10月31日(日)

前売2500円　当日3000円　学生1500円（学生証提示）　小学生以下無料
【壱ノ回】開演13:00 開場12:30 【弐ノ回】開演16:00 開場15:30

北ガス文化ホール(千歳市民文化センター)中ホール

090-2077-8327
千歳市北栄2丁目2番11号

第10回 朗読会「午後のポエジア」動画鑑賞会
10月31日(日)

無料　※予約が必要です（定員先着30人、お名前・連絡先・人数をお知らせください）
開演15:00　開場14:30

札幌エルプラザ4F中研修室

080-4071-0956
北区北8条西3丁目

2021年度 公益社団法人 札幌消費者協会 連続時事講座「SDGs誰一人取り残さない社会環境をめざそう！」
10月28日(木) 13:30～15:00

資料代：1講座につき、会員300円、一般600円 ※定員40名
11月11日(木) 13:30～15:00

札幌エルプラザ2F環境研修室
北区北8条西3丁目

011-728-8300

消費者トラブルなんでも110番
10月23日(土)

無料　※電話相談（当日のみ特設電話011-221-0188）は予約不要
10:00～15:00

北海道立消費生活センター

011-221-0110
中央区北3条西7丁目北海道庁別館西棟2F

開拓使建築の最高峰 豊平館　～出会い・沿革・その魅力～
【受付期間】10月6日(水)～11月5日(金)

無料　※定員40名
【開催日】11月5日(金) 18:00～19:30(受付17:30～)

札幌市豊平館　広間

011-211-1951
中央区中島公園1-20

第9回 東日本大震災復興支援 澤井貴良子朗読会
10月29日(金) 

1500円
開演13:30　開場13:10

札幌エルプラザ4階 大研修室

011-644-5344
北区北8条西3丁目

さつらく寄席
10月31日(日)

500円 ※定員50名　※要申込
開演13:30　開場13:00

UHB北海道文化放送1F N1厨房「仲間達」イス席

srakugoclub@gmail.com
北区北1条西14丁目

親子に届けたいお母さんの手作り劇「お・へ・そ」
10月30日（土）～10月31日（日）

大人：前売700円 当日800円　こども（3歳以上18歳未満）：300円　大人と同伴のこども：200円
10月30日（土） ①11:00～12:00 ②14:00～15:00　10月31日（日）11:00～12:00 　　　　　

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

elmnomori00@gmail.com

わけちゃんの手遊び講習会
10月28日(木)

1000円　定員30名・先着順
10:30～12:00

札幌市こども人形劇場こぐま座

011-753-2858
中央区中島公園1-1

OrganWorks「Too Enough Medium」
10月27日(水)～10月29日(金)

一般：3000（2500）円　U-23：2000（1500）円 ※各回40席限定 ※カッコ内前売料金
10月27日：開演19:30 開場19:00　10月28日：①開演15:30 開場15:00 ②開演19:30 開場19:00　10月29日 開演19:30 開場19:00

扇谷記念スタジオ・シアターZOO（中央区南11条西1丁目3-17ファミール中島公園B1F）

080-5591-0098

オペラ　ヘンゼルとグレーテル 日本語上演
10月24日(日)

一般：2000円 小中学生：1000円 ※前売当日共通・全席自由・未就学児入場不可
開演14:00　開場13:30

特設ライブエールシアター（旧北海道四季劇場）

011-281-6680
中央区大通東1丁目10

こぐま座秋の特別公演「音づくりパフォーマンス～だるま森のがっきやさん～」
10月23日(土)～10月24日(日)

こども(3歳～高校生)800円(前売600円) おとな(18歳以上)1200円(前売1000円)定員45名※前日までの予約で前売料金となります。
10月23日(土)11:00～12:00　10月24日(日) ①11:00～12:00 ②14:00～15:00

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

札幌路面電車劇場第十便マキニウムE号
10月23日(土)

事前支払いのみ 1500円（約10席限定） ※詳細はHPをご確認ください（https://romenmakiniume.peatix.com）
開演17:00 開場16:45 ※16時55分までにお越しください

【集合場所】札幌市電 電車事業所構内

090-9438-4195

中央区南21条西16丁目2-20 ※解散場所も同じです

SCRAMBLE EXPO 2021「ぱびりおんさん」
①10月22日(金)②10月23日(土)③10月24日(日)

一般3000（2800）円　25歳以下(要証明書) 2800（2500）円　高校生以下1000円 ※カッコ内は前売料金 ※未就学児入場不可
①開演19:00 開場18:30 ②-1 開演14:00 開場13:30 ②-2開演18:00 開場17：30（アフタートークあり）③開演11:30 開場11:00

扇谷記念スタジオ・シアターZOO（中央区南11条西1丁目3-17ファミール中島公園B1F）

gekidanshimizukikaku@gmail.com

グッドピープル
10月19日(火)

7700円 ※未就学児入場不可
開演18:30　開場17:45

札幌市教育文化会館　大ホール

011-214-5242
中央区北1条西13丁目

朗読会　はまなす　VOl.１
10月18日(月)

1000円
開演13:00　開場12:30

札幌市民交流プラザ 4階402室

011-614-7851
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

【HTB onライン劇場】シークレット歌劇團0931 貴族の宝石箱4ct
10月24日(日)

オンライン開催になります。詳細はHPをご覧ください。https://www.htb.co.jp/event/online_theater/program/20211024071798
通常視聴料 1390円　コラボグッズ付き視聴料 3500円　別途送料300円・全国一律 ※1ct、2ct、3ct 振り返り配信 それぞれ555円

開演時間 20:00

info-onlinetheater@htb.co.jp

野外演劇『クマのままでいたいと思ったクマ』
10月24日(日)

料金：投げ銭制（お金はお好きなだけお願いします。）
開演14:00　開場13:00

虹のしっぽ　ほっぺた館

011-206-0804
南区簾舞4条3丁目4-25

JAPAN LIVE YELL project IN HOKKAIDO
10月3日(日)～11月21日(日)

詳細はHPをご確認くださいhttps://s-e-season.com/jlyp/

特設ライブエールシアター（旧北海道四季劇場）

011-281-6680
中央区大通東1丁目10

特別展「小説挿絵の魅力ー文芸作品に伴走して」展
10月30日(土)～12月19日(日) ※休館日：月曜日（ただし、月曜日が祝日等の場合は開館）

一般500（400）円、高大生250（200）円、中学生以下・65歳以上無料 ※カッコ内は前売および10名以上の団体料金
9:30～17:00 ※展示室入場は16:30まで

011-511-7655

北海道立文学館特別展示室（中央区中島公園1-4）

「それぞれの瞬間」6人展　第2回
10月29日(金)～11月3日(水)

無料
10:00～18:00

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1階

両瀬いさお写真展　「天空の煌き」
10月22日(金)～10月27日(水)

無料
10:00～18:00

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1階

第4回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展
10月21日(木)～10月23日(土)

無料
10:00～18:00

北大通交差点広場〔東〕

info@hokkaido-photo.jp
中央区北1条西3丁目　札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）内

 HOKKAIDO PHOTO FESTA2019グランプリ受賞・写真集出版記念　桑迫伽奈写真展「不自然な自然」
10月18日(月)～10月24日(日)

無料
11:00～19:00  ※20日のみ16:30まで

眺望ギャラリーテラス計画

hpf.sapporo@gmail.com
中央区北2条西4丁目1赤れんがテラス5F（3Fより専用EVに乗り換え）

〈申込受付〉HOKKAIDO PHOTO FESTA 2021
10月18日(月)～10月24日(日)

詳しくはHPをご確認ください（https://www.hokkaidophotofesta.com/）有料（一部のオンラインプログラムは無料）
開催時間・料金はプログラムによって異なります。※他のプログラムはオンライン開催（YouTube配信、zoom配信）

中央区北2条西7丁目北海道立道民活動センターかでる2・7  920会議室

hpf.sapporo@gmail.com

中央図書館所蔵資料特別展「新聞に見る北海道アラカルト」
10月14日(木)～12月7日(火) オンライン講演会11月5日(金)～12月28日(火) ※詳しくはHPをご確認ください。

無料
平日8:45～20:00(ただし休館日は17:00まで)　土日祝日：8:45～17:00

中央図書館 1階展示室（中央区南22条西13丁目）

011-512-7355

第126回OKUI MIGAKUギャラリーコンサート『春への憧れ vol.XVI』
10月31日(日)

一般3000円　学生1500円　中学生以下無料
開演15:00　開場14:30

OKUI MIGAKU（奥井理） ギャラリー

011-521-3540
中央区旭ヶ丘5丁目6-61

〈申込受付〉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―
【受付期間】2022年1月21日(金) 23:55まで

1000円 ※電話等でのお申込みはできません。
【開催日】2022年1月29日(土)　13:00～14:30

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）

011-742-1608
https://soccs.doorkeeper.jp/events/124438

予約
申込

CMCカメラクラブ・フォレスト08フォトクラブ合同写真展
10月15日(金)～10月20日(水)

無料
10:00～18:00

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1階

〈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

人形劇団ひよっこ創立65周年記念公演　
10月30日(土)～10月31日(日)

3歳以上700円　※各回定員45名
【第1部】11:00～12:00　【第2部】14:00～15:00

札幌市こども人形劇場こぐま座

011-512-6886
中央区中島公園1番1号

FPフォーラム2021＆知るぽると講演会inさっぽろ
10月30日(土) ※要予約

詳細はHPをご確認ください（https://www.jafp.or.jp/shibu/do-oh）無料
【開催時間】9:30～16:20

0120-874-172

中央区北4条西5丁目アスティ45　16F
ACU SAPPORO大研修室1614

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」
【受付期間】9月1日(水)～10月22日(金) ※電話申込受付

5才～小学生：300円　※幼児は保護者同伴 ※定員20名
【開催日】10月23日(土) 14:00～15:30

札幌市こども人形劇場こぐま座

011-512-6886
中央区中島公園1番1号

〈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

〈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
【受付期間】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。

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

〈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～
【申込締切】11月3日(水)【第4期『あそびのお店 』を開店しよう】【開催日】11月4日(木)～7日(日)　※全4日

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
昼コース10:00～12:00　夜コース19:00～21:00

（両コースとも土曜日10:00～12:00  日曜日10:00～15:30）

予約
申込

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」
10月15日(金)～11月7(日) ※期間中、毎週金・土・日曜日に開催。

詳しくは公式HPをご確認ください。https://realdgame.jp/jojo5tour/
有料。開催日・時間は日程により異なります。

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 日の出ビル8F

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

予約
申込

予約
申込

３２

※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10月13日時点の情報を元に作成しております。

※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10月13日時点の情報を元に作成しております。
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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。

音

　
　
　
　楽

音

　
　
　
　
　楽

舞

台

芸

術



ルナ・フローラ展2021ジュンコ人見のはなクラフト
10月19日(火)～24日(日) ※休館日：月曜日

無料
10:00～18:00　最終日16:00まで

ギャラリー大通美術館

info@junco.jp
中央区大通西5丁目11　大五ビル1Ｆ

第31回帆船模型展
10月18日(月)～10月24日(日)

無料
10:00～18:00　最終日15:00まで

らいらっく・ぎゃらりい

a160osiro@gmail.com
中央区大通西4丁目北海道銀行本店ビル1F

第19回　彫雅会　鎌倉彫
10月19日(火) ～10月24日(日)

無料
10:00～18:00　最終日17:00まで

大丸藤井セントラル　7階スカイホール

011-866-3268
中央区南1条西3丁目2

北海道博物館　第18回企画テーマ展　アイヌのくらし
【前期】10月16日(土)～11月14日(日)【後期】11月16日(火)～12月12日(日) ※休館日：毎週月曜日

無料
9:30～16:30　入場は16:00まで

011-898-0466
北海道博物館2階 特別展示室（厚別区厚別町小野幌53-2）

秋色展2021
10月14日(木)～10月19日(火)

無料
10:00～16:00　最終日15:00まで

アートスペース201

011-251-1418
中央区南2条西1丁目7-8 山口中央ビル5・6F

白い虹
10月16日(土)～10月29日(金)　休館日：月曜日

無料
11:30～23:30

Cafe & Dining bar Insomnia
中央区北10条西16-1

011-640-6400

おたる Book Art Week 2021
10月11日(月)～10月24日(日)

無料
詳しくはHPをご確認ください。https://otaru.gr.jp/tourist/otarubook-art-week-2021

※会場によって展示期間/定休日/営業時間が異なります。

0134-61-7930

北海道の福祉とアートVol.5アトリエKUUMUUS 「ビぎナーズ」
10月5(火)～10月29(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

北都館　名画の小部屋　Vol.112 小野寺 紀子 ー秋風に想いをー
10月1日(金)～10月31日(日) ※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
【水・木・金曜日】10:00～22:00※10月14日まで20時閉店となります。【土・日・月曜日】10:00～19:00 ※最終日は17:00まで

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

あべゆうこと白うさぎの手仕事展
10月1日(金)～10月30日(土) ※祝・日曜日定休

無料
8:30～19:00(最終日15:00まで) 土曜日のみ10:00～19:00

オーガニック珈琲&ギャラリー 十字館

011-852-1711
豊平区西岡3条9丁目5-7

モノクロ銀塩写真家・織物作家　二人展
10月1日(金)～10月24日(日)

無料
10:00～20:00

札幌PARCO 3F エスカレーター横

080-4509-7992
中央区南1条西3丁目　

++A&T 06 大和田俊 × SCARTS × CoSTEP × 札幌の高校生たち「地球をかたづける」ワークショップ
【募集期間】9月22日(水)～10月26日(火)

無料【対象年齢】15～18歳（高校生以上）【参加条件】11月6日(土)～7日(日)の2日間参加できること
【定員10名（定員に達し次第、受付終了）詳しくはHPをご確認ください。【開催期間】11月6日(土)～7日(日) 10:00～17:00

札幌文化芸術交流センターSCARTS（中央区北1条西1丁目）

011-271-1955

北海道銀行コレクション
9月15(水)～11月23日(火・祝)

一般 510(420)円　高大生 250(170)円 ※カッコ内は10名以上の団体料金※高校生は土曜日並びに学校教育での利用は無料。
中学生以下、65歳以上、障がい者手帳をお持ちの方等 無料9:30～17:00（入場16:30まで） 【休館日】月曜日
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

 Familiar mountain & a fish doesn't eat microplastic
9月1日(水)～11月30日(火)

無料
8:00～22:00（最終日は20:00まで）

JRタワーARTBOX

011-209-5075
北区北6条西2丁目　JRタワー1階東コンコース

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

一般　300円　(大学生以下無料)
10:00～17:00（入館は16:30まで）

小原道城書道美術館

011-552-2100
中央区北2条西2丁目41セコム損保札幌ビル2F

あべ弘士　絵本原画展「氷上カーニバル」
8月3日(火)～10月31日(日) ※9月30日（木）まで休館

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

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 （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）

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

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

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

無料
11:00～19:00 ※最終日17:00まで

グランビスタギャラリーサッポロ

011-261-3311
中央区北1西4　札幌グランドホテル1階

つむぐ　-フライヤーでふりかえる　hitaru ＆ SCARTSの3年間
9月24日(金)～12月26日(日)

無料 https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=1960

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。

011-271-1955

原田ミドー展
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

011-272-0010
中央区北2条西2丁目23番地

小林龍一展
9月2日(木)～11月30日(火)

無料

クロスホテル札幌　2Fロビー

011-272-0010
中央区北2条西2丁目23番地

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―
9月15日(水)～11月7日(日) 9:30～17:00（入場は16:30まで）
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（中央区北1条西17丁目）

011-210-5731

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。小学生以下無料（要保護者同伴）
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
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

〔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）
9:30～17:00（入場は16:30まで）

011-644-6882

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）

第32回　MOA美術館　札幌児童作品展
10月5日(火)～11月中旬 ※入賞作品のみ展示

無料
10:00～17:00

MOAアートホール北海道 1階ギャラリー

090-6261-1276
西区二十四軒4条2丁目8-31

第3回本郷新記念札幌彫刻賞受賞記念　高橋喜代史展　言葉は橋をかける
2021年9月11日(土)～2022年1月16日(日) 休館日：月曜日　9月11日（土）～9月30日（木）臨時休館
10:00～17:00　最終入場時間 16:30
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

011-642-5709

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）

あべみち子個展　「ここから　はじまる」
10月16日(土)～10日31日(日) 定休日：毎週火曜

無料
11:00～18:00　最終日は17:00まで

GALLERY創

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36 U-ステージ

佐藤真康作品展-スケッチブック-
10月13日(水)～10月18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
【水・木・金曜日】10:00～22:00※10月14日まで20時閉店となります。 【土・日・月曜日】10:00～19:00 ※最終日は17:00まで

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

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)～10月18日(月）

無料
10:00～19:00　最終日16:00終了

札幌三越9階三越Aギャラリー

011-271-3311
中央区南1条西3丁目

札幌美術展　佐藤　武
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）

一般1000（800）円、高校・大学生700（560）円、小・中学生400（320）円　※カッコ内は前売・20名以上の団体料金
9:45～17:00（入館は16:30まで）

011-591-0090

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75番地）

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。

■ 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〉


