vol.375

10.31

11.13

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。
info@bros-inc.jp

# さっぽろきちゃったスタンプラリー

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）

【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：月曜日

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

白い恋人パークにゃハロウィン〜黒猫と魔法の館

9月1日(木)〜10月31日(月) 10:00〜17:00 入場チケットは16:00までにお買い求めください

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

011-666-1481

ヴェネツィアン モダンアートガラス展 − 千年の伝統と革新 −

白い恋人パーク（西区宮の沢2条2丁目11-36）

9月6日(火)〜12月5日(月)

9:00〜17:30（最終日は16:00まで、最終入場は閉館30分前)

※札幌市民料金ご利用の場合は住所が書かれた公的証明書の提示が必要 団体料金(10名以上) おとな500円 こども300円
9月15日(木)〜2023年2月28日(火)

建築家上遠野徹と本郷新の宮の森のアトリエ

9月10日(土)〜12月11日(日) 休館日：月曜日

詳しくはHPをご確認ください。https://jozankei.jp/news/machiaruki2/ 【問合先住所】南区定山渓温泉東3丁目225-1
011-598-2012

巡って！集めて！ちゅうおう歴史ラリー
9月16日(金)〜2023年2月26日(日)

011-205-3221

詳しくはHPをご確認ください。https://www.city.sapporo.jp/chuo/machi/machizukuri/keywordrally/event2022.html

無料 ☆キーワード設置場所☆ ①旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮 ②札幌市時計台 ③さっぽろテレビ塔 ④豊平館 ⑤札幌市埋蔵文化財センター

バスで巡る定山渓 五大紅葉

観

詳しくはHPをご確認ください。https://jozankei.jp/godaikoyo/

光

10月15日(土)〜11月6日(日)

9:30〜18:00（土日祝は10:00〜）最終入場は閉館の15分前まで

NHK札幌放送局

10月1日(土)〜10月31日(月)

011-817-8924

https://sapporoshortfest.jp/blogs/festivalupdate/2022/06/satsugeki.html

2022 第60回さっぽろ菊まつり
11月2日(水)〜11月4日(金)

札幌駅前通地下広場(チ・カ・ホ)会場

無料

大通ビッセ(1階エントランス)特別展示

011-281-6400

チ・カ・ホ及びオーロラタウンの通行可能時間内5:45〜24:30（最終日は13:00まで） さっぽろ地下街オーロラタウン(オーロラスクエア)会場

SAPPORO FACTORY CHRISTMAS 2022 ずっとつづく、
クリスマス物語。
11月3日(木・祝)〜12月25日(日)

シンクスクールジュニア

4月6日(水)〜2023年3月31日(金)

011-211-4366

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

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）

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

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

【募集期間】7月12日
（火）〜12月31日
（土）

011-261-6511

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）

予約

申込

出展料・常設備品利用料は無料 ※作品などを販売したい方は、販売手数料（売上金額の30％）を頂戴しております。※作品募集ではなく、個展またはグループ展などの出展者募集

◆応募方法 HPの応募フォームより、必要事項ご記入の上ご応募ください。https://ﬁg.nakahara-denki.co.jp/1858-2/

＜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

【募集期間】7月15日
（金）〜11月5日
（水）
【開催日】11月10日
（木）13:30〜15:00
無料 定員14名

令和4年度(2022年度) 北方領土動画コンテスト

【募集期間】8月15日
（月）〜11月11日
（金）

札幌市民交流プラザ2F

ミーティングルーム1

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内
090-7653-1161

WEB開催

予約

申込

011-233-2222

【応募サイト】https://hoppoudouga.jp/

無料 応募資格 中学生以上の国内在住者（18歳未満の方は保護者の同意が条件）詳しくは応募サイトをご確認ください。

私たちには不利なことが多い
9月1日(木)〜11月30日(水)

8:00〜22:00（最終日は20:00まで）
無料

JRタワー1F東コンコース JRタワーART BOX
中央区北5条西2丁目
011-209-5075

10月6日(木)〜11月16日(水)

地下鉄の始発から終発まで（最終日は12:00まで）
無料

札幌市営地下鉄白石駅メトロギャラリー

白石区東札幌2条6丁目

akaneko33chan@gmail.com
011-621-7000

蝶を追いかけて

10月8日(土)〜12月4日(日) 休館日：毎週月曜日(11/7は開館） 北海道立三岸好太郎美術館 展示室1F（中央区北2条西15丁目）
9:30〜17:00（最終入場は16:30まで）

「#みまのめ」展もご覧いただけます

一般510(420)円 高大生250(170)円 中学生以下･65歳以上無料 ※（）内は10名以上の団体料金 ※身体障害者など手帳をお持ちの方（ミライロID利用可）およびその介護者（1名）などは無料
011-621-7000

mima-no-me #みまのめ
〈VOL.8〉

10月8日(土)〜12月4日(日) 休館日：毎週月曜日(11/7は開館） 北海道立三岸好太郎美術館 展示室2F（中央区北2条西15丁目）
「蝶を追いかけて」展もご覧いただけます

9:30〜17:00（最終入場は16:30まで）

一般510(420)円 高大生250(170)円 中学生以下･65歳以上無料 ※（）内は10名以上の団体料金 ※身体障害者など手帳をお持ちの方（ミライロID利用可）およびその介護者（1名）などは無料
011-643-5051

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 最終日は17:00まで

011-207-5000

出展料無料ギャラリー 出展者募集2023

011-861-0253

うちのねこ展

10月12日(水)〜10月31日(月) 定休日：毎週火曜日

中央区北2条東4丁目

無料

オーガニック珈琲＆ギャラリー 十字館

北都館2022 価格をきめるのはあなた!!「おたのしみオークションVol.8」

サッポロファクトリー アトリウムほか

16:00〜22:00

定休日：日曜・祝日

無料

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

1800円 詳しくはHPをご確認ください。

予約

申込

8:30〜19:00 土曜のみ10：00〜19：00（最終日は15：00まで） 豊平区西岡3条9丁目5-7

011-231-1317

オンライン10月21日(金)12:00〜11月6日(日)23:59

011-271-5036
011-643-5051

中央区北1条西17丁目

だここと白うさぎの手仕事展

中央区北1条西9丁目1-5

中央区大通西1丁目

無料

北海道立近代美術館 講堂

無料 定員50名 申込フォーム等詳しくはHPをご確認ください。http://doubun.wp.xdomain.jp/

さっぽろテレビ塔

NoMaps2022 第17回札幌国際短編映画祭

予約

申込

教材費1500円 親子ペア割引2500円 定員 各回20名 申込フォーム等詳しくはHPをご確認ください。http://doubun.wp.xdomain.jp/

011-232-4001

NoMaps2022 札幌ランタンナイト〜上を向いて歩こう〜 Message Tree
6:00〜24:00

011-271-5036

【開催日】11月5日(土) ①11:00〜12:00 ②14:00〜15:00 11月6日(日) 11:00〜12:00

詳しくはHPをご確認ください。https://www.nhk.or.jp/hokkaido/articles/slug-neea37a8b9225
10月17日(月)〜11月16日(水）

011-642-5709

北海道立近代美術館 2F造形室（中央区北1条西17丁目）

【開催日】11月6日(日)14:00〜16:30

011-598-2012

NoMaps2022 魔改造の夜〜魔改造倶楽部”モンスターマシン”大集合〜

第64回北海道文化集会 ワークショップ 縄文土器づくり体験

【受付開始】9月15日(木)〜

第64回北海道文化集会 “美術を奏でる”

定山渓五大紅葉バス バスの受付・乗り場は全て定山渓観光案内所 【問合先住所】南区定山渓温泉東3丁目225-1

本郷新記念札幌彫刻美術館 本館

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

【受付開始】9月15日(木)〜

【問合先】定山渓観光協会

10月1日(土)〜10月31日(月)

※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

中央区宮の森4条12丁目

10:00〜17:00（最終入場は16:30まで）

キーワードを集めて、すてきな商品をゲットしよう♪

0134-33-1717

北一ヴェネツィア美術館（小樽市堺町5-27）

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)

【問合先】定山渓観光協会

2000円

011-644-6882

中央区北1条西17丁目

9:30〜17:00（最終入場は16:30まで）

一般おとな(高校生以上)800円 こども(4歳〜中学生)400円 札幌市民おとな500円 こども300円 ※3歳以下無料

定山渓 まちあるきっぷ

北海道立近代美術館 展示室A

無料※カフェのためワンオーダーお願いします。10月31日(月)入札締切り、11月2日(水)結果発表。見事落札された方は、11月14日(月)までにお支払い、作品をお受け取り下さい。

北都館 絵を楽しむ小部屋「絵楽屋」☆オークション
（メインセール）☆
10月16日(日)〜10月31日(月) 定休日：毎週火曜日

011-643-5051

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 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。10月31日(月)入札締切り、11月2日(水)結果発表。

ジョジョの奇妙な冒険 アニメ10周年記念展
10月19日(水)〜11月7日(月)

開催時間・料金等詳しくはHPをご確認ください。

https://jojoanime10th-ex.com/ticket̲sapporo.html

大丸札幌店7F ホール
011-828-1111

北海道陶芸展50周年・北海道シニア陶芸展40周年記念事業「北海道陶芸の変遷vol.2-現代陶芸の今-」
10月22日(土)〜11月6日(日)

9:45〜17:00（最終入館は16:30まで）

予約

申込

中央区北5条西4丁目7

札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）

011-611-1805

※障がい者手帳をお持ちの方は、ご提示いただくとご本人と付き添いの方1名が無料になります。

一般600（480）円 大学生以下無料（学生証提示）※65歳以上の方は当日料金が480（390）円となります。年齢のわかるものをご提示ください。※( )内は20名以上の団体料金

ふゆのあしおと

10月26日(水)〜11月1日(火)

10:30〜19:30（最終日は18:00まで）
無料

洋画という名の美から美へ

10月27日(木)〜12月18日(日) 休館日：月曜・火曜・水曜日

丸井今井札幌本店一条館7F 北海道クリエーターズ
中央区南1条西2丁目11

candle@s2.dion.ne.jp
011-822-0306

HOKUBU記念絵画館（豊平区旭町1丁目1-36）

予約

申込

※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

※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10月26日時点の情報を元に作成しております。

１

原体験13

10月30日(日)〜11月5日(土)

9:00〜17:00（初日は13:00から)
無料

11月1日(火)〜11月6日(日)

札幌市営地下鉄営業時間内
無料

第24回坂本勤・鈴恵・亜樹 風の詩画展
11月1日(火)〜11月6日(日)

10:00〜18:00（最終日は17:00まで）
無料

マット和子版画展 -これまで これから11月1日(火)〜11月6日(日)

10:00〜18:00（最終日は16:00まで）
無料

11月10日(木)〜11月15日(火)

厚別区厚別中央1条5丁目3-14
011-303-0615

10:00〜19:00（最終日は16:00まで）
無料

『猫といっしょ。みたび！』川口一菜 日本画展
11月2日(水)〜11月7日(月) 定休日：毎週火曜日

札幌地下街オーロラコーナー 道新通路
中央区大通西2丁目
011-251-5855

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

札幌市資料館 ギャラリー3
中央区大通西13丁目

10:30〜19:30（最終日は18:00まで）
無料

本郷新記念札幌彫刻美術館 サンクスデー
11月3日(木・祝)
10:00〜17:00

kazukomatt@gmail.com

無料

三越ギャラリー

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

丸井今井札幌本店一条館7F 北海道クリエーターズ
中央区南1条西2丁目11
011-205-1151

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

10:00〜19:00（最終日は18:00まで）
無料

13:00〜（120分程度）

【北海道地区大会】2023年1月22日(日)11:00開演

①10：30〜12：45 ②13：30〜15：45 ③16：30〜18：45
前売・予約 1000円 当日 1300円

11月5日(土)〜11月20日(日) 定休日：毎週火曜日
11:00〜18:00（最終日は17:00まで）
無料

サツゲキ
（中央区南2条西5丁目6-1 狸小路5丁目内）

【申込先】公益社団法人日本ギター連盟

【開催日】11月3日(木・祝)13:45〜16:30

11月1日(火)〜11月20日(日)
無料

中央区宮の森4条12丁目

【応募先】さっぽろアートステージ実行委員会事務局スクール音楽祭係
中央区南2条東3丁目（株)ノヴェロ内

札幌市内 小･中・高校の合唱・器学・吹奏学の映像募集します。詳しくはHPをご確認ください。http://s-artstage.com/2022/226/

札幌コンサートホール開館25周年＜Kitaraワールドオーケストラシリーズ＞ファビオ・ビオンディ＆エウローパ・ガランテ
11月2日(水) 開演19:00 開場18:15

Galleria Kukka

全席指定 S 6000円 A 5000円 B 4000円 U25(B)1000円

北区北12条西1丁目2-25花ビル2F

札幌コンサートホールKitara 大ホール（中央区中島公園1-15）
011-520-2000

(U25は1997年以降にお生まれの方が対象です)※未就学児入場不可 KitaraClub会員特別料金 S 5000円 A 4000円 B 3000円

090-9086-1305

nachikosan25@gmail.com

大澤誉志幸 SASURAI TOUR 2022 続・サスライツアー「Soul lagoon tour」!!
11月2日(水)･3日(木･祝）
開演19:30 開場18:30

space1-15（中央区南1条西15丁目1-319）

011-232-1373

サッポロファクトリー3条館3F 特設会場（中央区北2条東4丁目）

前売6000円 当日6500円 (別途要1ドリンク500円）

第4回 豊平館サロンコンサート ゆったりまったり

【受付開始】11月3日(木・祝）〜

【開催日】12月2日(金)開演19:00 開場18:00

札幌市民交響吹奏楽団 第50回定期演奏会
11月3日(木・祝)

開演13:30 開場12:30

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

全席自由 前売 700円 当日 1000円 ※小学生以下無料

011-215-6364

札幌芸術の森クラフト工房 大制作室

011-611-1805

Trio Concert Flute & Saxophone & Piano

予約

11月4日(金)

申込

開演19:00 開場18:30

中央区北1条西13丁目

011-836-2017

11月5日(土)

開演19:00 開場18:30

前売 2500円 当日 3000円

090-7055-0074

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
090-6268-4843

時計台ホール

豊平館

中央区中島公園1-20
090-9515-7229

11月5日(土)

GALLERY創

開演18:00 開場17:00

中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ

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

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北3条交差点広場と憩いの空間
011-281-7117

050-3177-2344

ビー玉と木のおもちゃ アトリエマーブル
手稲区富丘5条2丁目5-27

予約

申込

11月5日(土)

全席自由 一般 2500円 学生 1500円

CHOR AION 第38回定期演奏会
11月5日(土)

開演18:30 開場18:00
全席自由 1000円

ザ・ルーテルホール

中央区大通西6丁目3-1

concert.antakaori@gmail.com

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
090-3777-9804

9：00〜21：00（最終日は17:00まで）

開演19:15 開場18:45

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北1条イベントスペース(東）
011-281-7117

無料 シンクスクール制作コース5期卒業生展・シンクスクールジュニア成果展「こどもスクエア」

11月5日(土)

ノルト・シンフォニカー 第９回ファミリーコンサート

チ・カ・ホの通行可能時間内5:45〜24:30

開演14:00 開場13:30

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）憩いの空間(西)
011-281-7117

11月6日(日)
無料

さっぽろ アートステージ 2022 ART STREET University Student ART Competition

第132回OKUI MIGAKUギャラリーコンサート

チ・カ・ホの通行可能時間内5:45〜24:30

開演15:00 開場14:30

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）憩いの空間(西)
011-281-7117

11月6日(日)

一般3000円 学生2000円 中学生以下無料

さっぽろ アートステージ 2022 ART STREET SCHOOL ART LIVE 作品展示

札幌大学吹奏楽団第41回定期演奏会

チ・カ・ホの通行可能時間内5:45〜24:30

開演18:00 開場17:30

11月7日(月)〜11月23日(水・祝)
無料

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）憩いの空間
011-281-7117

さっぽろ アートステージ 2022 ART STREET キッズアートフェス 作品展示
11月7日(月)〜11月23日(水・祝) 休館日：11月9日(水)
10:00-19:00（最終日は17：00迄）
無料

ささきうたこ・そめ ふたりてん がんとうまちこ・え
11月8日(火)〜11月13日(日)

10:00〜19:00（最終日は17:00まで）
無料

札幌市民交流プラザ1F SCARTSモールA･B SCARTSコート
中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内
011-281-7117

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

ザ・ルーテルホール

090-7617-2884

中央区大通西6丁目3-1

前売 一般・大学生 2500円 小・中学生 1500円 当日 一般・大学生 3000円 小・中学生 2000円

さっぽろ アートステージ 2022 ART STREET ボーダレスアート作品展

無料

090-9327-1471

大人 前売3500円 当日4000円 学生2000円（学生券は前売当日共通）チケットはpetixよりご予約https://junrei-sapporo.peatix.com/

011-562-7762

DUO TROMBONE 亀谷彰一 トロンボーンコンサート2022

11月6日(日)〜11月23日(水・祝)

kitajima30@outlook.jp

中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

さっぽろ アートステージ 2022 ART STREET 出張Think School

無料

予約

申込

中央区中島公園1-20

「巡礼」
イサム・ノグチと雅楽の響き Series 1 札幌 / SAPPORO

2000円 事前予約制 詳しくはHPをご確認ください。https://www.atelier-marble.biz/book-online?category=990e0195-09f6-4492-9dd9-55bd1cfe4fb4

11月6日(日)〜11月23日(水・祝)

011-211-1951

豊平館

全席自由 大人 500円 高校以下 無料 お支払いは当日会場のみとさせていただきます。

武満徹songs〜ふえとたいことピアノの音遊び

札幌市教育文化会館4F 講堂

岩本珈琲

白石区栄通18丁目4-1アン ロワイヤル1F

無料 定員先着40名 予約は電話・メール（info@s-hoheikan.jp）にて受付

札幌市民交流プラザ SCARTSスタジオ1・2

北海道札幌あすかぜ高等学校ArtUnit-Asukaze・市立札幌平岸高等学校デザインアートコース17期絵画専攻・札幌北陵高等学校美術部・札幌南高等学校美術部 参加

11月6日(日)〜11月23日(水・祝)

申込

info@s-artstage.com

さっぽろ アートステージ 2022 さっぽろスクール音楽祭 映像募集

開演13:30 開場13:00

11:00〜18:00 （開催時間内の1時間）

予約

中央区北1条西17丁目

無料

11月6日(日)

予約

申込

011-271-5036

北海道立近代美術館 講堂

按田佳央理フルートリサイタル vol.3 〜東欧の水鏡〜

「みのむしをつくろう」

03-3438-1819

東京都港区新橋6-14-4 和田ビル5F

さっぽろ アートステージ 2022 SCHOOL ART LIVE ライブドローイング
11月5日(土)11:00〜19:00・11月6日(日)10:00〜17:00

２

090-8900-6699

楽

山本美次 MONOCHROME＋

090-9520-5374

第64回北海道文化集会 “音楽を展示する”

音

11月5日(土)

豊平区西岡3条9丁目5-7

【受付開始】9月15日(木)〜

2000円(北海道陶芸協会会員は1500円) 定員30名(予約優先) 電話またはHP（https://hokkaidotougei.com)から事前申し込みを受付しております。

映画「あの日の声を探して」

十字館

＜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」

011-642-5709

本郷新記念札幌彫刻美術館

南区芸術の森2丁目75

11月11日(金)〜11月21日(月) 定休日：日曜日

【募集期間】8月1日(月)〜11月15日(火)

北海道陶芸展50周年・北海道シニア陶芸展40周年記念事業「北海道陶芸の変遷vol.2-現代陶芸の今-」ワークショップ
11月5日(土)

小谷良水彩画展・時を止めて13 ―月の野幌原始林

無料 定員50名 申込フォーム等詳しくはHPをご確認ください。http://doubun.wp.xdomain.jp/

チケット等詳しくはHPをご確認ください。https://revengers-exhibition.com/ticket/
11月4日(金)〜11月6日(日)

happyendsukanpinkikaku@gmail.com

無料

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

平日 13:00〜19:30 土日祝 10:00〜19:30（最終入場は18:30まで）※最終日は18:00閉場、最終入場は17:00

職人力展

中央区大通西3丁目

10:00〜19:00（初日は12:00から、最終日は16：00まで）

前売 4作品分回数券4500円 当日 1作品1500円 2作品分回数券2500円(「県警対組織暴力」の回まで販売)※共に前売販売なし

【紅月鴉海 舞踏 】12日(土)①開演17:00開場16:30 ②開演21:00開場19:30 1公演2000円(投げ銭歓迎) ご予約の方優先でご案内致します。
11月3日(木・祝)〜11月27日(日)

札幌駅前通地下広場「チ・カ・ホ」大通ビッセ地下入り口前、北洋銀行本店地下入り口横

11月11日(金)〜11月13日(日)

開演12:15開場12:00

011-271-3311

11月3日(木・祝)14:00〜18:00 11月4日(金)〜11月11日(金)16:00〜20:00 11月12日(土)16:00〜22:00 11月13日(日)12：00〜16:00

TOKYO 卍 REVENGERS EXHIBITION RETURN

011-531-0018

11月13日(日)『仁義なき戦い』11月20日(日)『博奕打ち 総長賭博』11月27日(日)『県警対組織暴力』12月4日(日)『緋牡丹博徒 お竜参上』

中央区南1条西3丁目8札幌三越 本館9F

儚くも鬱くしい屍−第四章−

500円(フリーパス・ノベルティ付き)

南区真駒内幸町1丁目1-15

無料

『映画特選：東映アウトロー』上映会

『しつらえ展』ー陶と磁の花器 三橋美枝子・小泉満惠ー
11:00〜17:00

GALLERY kamokamo

11:00〜17:00（最終日は16:00まで）

無料

無料 様々イベントあり。詳しくはHPをご確認ください。http://www.hongoshin-smos.jp/d̲detail.php?no=148
11月3日(木・祝)〜11月5日(土)

11月10日(木)〜11月15日(火)

9:00〜19:00（初日は11:00〜、土曜は10:00〜）最終日は15:00まで

佐野妙子 sobaniやすいともみ 二人展 秋の森 autumn forest
11月2日(水)〜11月8日(火)

011-221-2111

おさんぽ虫クロニクル

『石の大会 お宝集合』in さっぽろ 2022

【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。

中央区大通西3丁目6道新ビル大通館7F

無料

北の陶彩 多田昌代 福盛田眞智子 三橋エリ 三人展
11月1日(火)〜11月7日(月)

道新ぎゃらりー A室

10:00〜18:00（最終日は17:00まで）

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

令和4年度「児童養護施設児童絵画展・書道展」

第9回森の織座展 〜ぬくもりを紡いで〜

札幌市厚別区民センター1F ロビー

11月6日(日)

前売1000円 当日1200円 ※未就学児無料

札幌市南区民センター ホール
南区真駒内幸町2丁目2-1
090-3774-8258

OKUI MIGAKU（奥井理）ギャラリー
中央区旭ヶ丘5丁目6-61
011-521-3540

札幌市教育文化会館 大ホール
中央区北1条西13丁目
090-2055-1004

北海道ギターフェスティバル 2022＜ギターアンサンブルの集い＞
11月6日(日)

開演13:00 開場12:30
無料

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
090-8176-3234

第21回 一般社団法人 長唄協会北海道支部演奏会
11月6日(日)

開演11:00 開場10:30
3500円

共済ホール

中央区北4条西1丁目共済ビル6F
0134-54-3857

音

筝曲宮城会 北海道支部演奏会
11月6日(日)

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13:00 開場12:30

011-778-8382

森の響フレンド名曲コンサート 〜日曜日の宗利音
11月6日(日)

8月4日(木)〜11月30日(水) 休館日：月曜日

11月7日(月)

開演19:00 開場18:15

全席自由 2500円 当日3000円

学生 1000円（前売・当日共）

女性プラザ祭2022オープニングコンサート
11月8日(火)

開演12:20 開場12:00

ふきのとうホール

【募集期間】8月10日(水)〜2023年1月25日(水)10:00

中央区北4条西6丁目3-3六花亭札幌本店6F

無料 応募要項等はHPをご確認ください。

11月10日(木)

開演18:30 開場18:00

中央区北1条西17丁目北海道立近代美術館2F

10:00〜17:00(L.O.16:30）

mdsaw@gray.plala.or.jp

無料

中央図書館 所蔵資料特別展 札幌市制100周年記念事業「札幌市制の100年」
10月13日(木)〜12月13日(火)

札幌市中央図書館1F 展示室

【平日】8:45〜20:00 【土日祝】8:45〜17:00

中央区南22条西13丁目1-1

HOKKAIDO PHOTO FESTA2022 HPF selection-2 ephemereality 企画展 近藤マリアルイーザ明子 salon cojica
10月15日(土)〜11月19日(土) 定休日：日曜・月曜日

ザ・ルーテルホール

11:00〜19:00

naomigrace117@gmail.com

あんばい たかし写真展「森の精霊たち」

開演13:30 開場13:00

9:00〜17:00

10月15日(土)〜11月13日(日)

札幌市教育文化会館 小ホール
中央区北1条西13丁目
090-5986-6488

全席自由 2000円
11月11日(金)

時計台ホール（中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F）

開演19:00 開場18:30

dosankos.music@gmail.com

大人2000円 学生1500円(大学生以下) 未就学児無料 配信1000円(2週間アーカイブ付) 電子チケット https://teket.jp/973/16203

北区北23条西8丁目3-33coneco bldg.1F

札幌市こども人形劇場こぐま座 資料室MA・SO・BO〜657美術館
中央区中島公園1-1
011-512-6886

無料

「ドサンコス」のヘンテコアンサンブルコンサート♪小編成の可能性を広げよう！

salon cojica

mdsaw@gray.plala.or.jp

無料

アフタヌーンコンサート 愛するうた 3人のソプラノによる夜会の会
11月11日(金)

中央図書館 所蔵資料特別展 札幌市制100周年記念事業「札幌市制の100年」
「札幌駅前通と周辺のマチナカ文化」

【受付開始】10月19日(水)〜 事前電話申込

【開催日】11月12日(土)14:00〜15:30（開場13:30）
無料 定員100名

札幌市中央図書館3F 講堂
011-512-7355

宇田川哲夫写真展「ネパールヒマラヤの高峰と山の子供たち」

開演19:00 開場18:30

10:00〜18:00

書

札幌サンプラザコンサートホール

道 ・ 文

復興の絆 コンサート 2022
11月11日(金)

開演19:00 開場18:15

北区北24条西5丁目1-1

中村天平 ピアノコンサート

nozakipiano15@gmail.com

OKUI MIGAKU（奥井理）ギャラリー

11月12日(土)

中央区旭ヶ丘5丁目6-61

札幌mommy'sブラス 第14回 定期演奏会
11月12日(土)

楽

開演13:00 開場12:30

全席自由 700円 高校生以下無料

開演14:30 開場14:00

090-2819-1002

11月12日(土)

開演15:00 開場14:30

011-823-3842

11月12日(土)

開演13:30 開場13:00
全席自由 無料

すずきももExhibition 2022 ハルルさんとももとくまさんたちの巻
10月26日(水)〜11月6日(日) 休日:11月1日(火)
10:00〜18:00（最終日は16:00まで）

茶廊法邑ギャラリー

東区本町1条1丁目8-27
011-785-3607

無料

特別展「歿後10年 吉本隆明 廃墟からの出立」

011-511-7655

北海道立文学館 特別展示室（中央区中島公園1-4）

10月29日(土)〜2023年1月15日(日) 休館日：毎週月曜日（1/9（月・祝)は開館）12/15(木)、16(金)、12/29(木)〜1/3(火)、1月10日(火)

申込

011-520-2000

中央区中島公園1-15

全席指定 一般 2500円 U25 500円 (U25は1997年以降にお生まれの方が対象）※未就学児入場不可 KitaraClub会員料金 一般 2000円

札幌アマデウス室内合奏団 2022演奏会

【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

北海道博物館第3回蔵出し展「久保寺逸彦文庫―アイヌ文学研究者による調査と資料をとおして、時代をさぐる―」

予約

豊平区豊平6条3丁目5-15

札幌コンサートホールKitara 小ホール

011-271-5822

【応募先】札幌市民芸術祭実行委員会「市民写真展」係

10月25日(火)〜11月30日(水)必着

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 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

9:30〜16:30（最終入場は16:00まで）

無料 定員50名 インターネットフォームまたはお電話で、事前にお申し込みください。詳しくはhttp://ars1995.music.coocan.jp/をご確認ください。

＜Kitaraアフタヌーンコンサート＞東京六人組

011-241-7170

令和4年度 札幌市民芸術祭 第19回 市民写真展 作品募集

9:30〜17:00（最終入場は16:30まで）

中央区北1条西13丁目

札幌豊平教会

中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1F

無料

10月29日(土)〜2023年1月9日(月・祝) 休館日：月曜日(11/7(月)、1/9(月)をのぞく)、12月29日(木) 〜2023年1月3日(火)

札幌市教育文化会館 大ホール

アルス室内合奏団 第4回室内楽演奏会 〜カルテットの愉しみVol.2〜
11月12日(土)

真

音

学割 前売 3000円 当日 3500円 ※未就学児はご遠慮ください。

富士フイルムフォトサロン札幌

【応募料】作品の返却を希望しない場合 1000円 作品の返却を希望される場合 1500円 詳しくはHPをご確認下さい。https://www.kyobun.org/fes̲event.php?gid=5

学 ・ 写

070-5611-9464

前売 3000円 当日 3500円

全席自由 大人 前売 4500円 当日 5000円

中央区北4条西6丁目3-3六花亭札幌本店6F
011-665-0675

全席指定4500円

開演15:00 開場14:30

10月21日(金)〜11月2日(水)

ふきのとうホール

予約

申込

中央区南22条西13丁目1-1

荘村清志＆渋谷環 ギター・ジョイント・コンサート
11月11日(金)

011-512-7355

無料 ※11/9、11/30は図書館の休館日ですが、展示はご覧いただけます(8:45〜17:00)。

中央区大通西6丁目3-1

前売 2500円 当日 3000円

KINBI nicojica

10月4日(火)〜11月6日(日) 定休日：月曜日

090-1036-4193

S席7000円（野瀬による直接販売＋新作CD予約 or 各CD購入）A席4000円 B席3500円 ※未就学児入場不可

歌と笑顔のコンサート/手塚奈緒美・風間ヤスヒロ

【問合先住所】中央区北1条東1丁目6-16ニューワンビル4F

HOKKAIDO PHOTO FESTA2022 HPF selection-2 ephemereality 企画展 近藤マリアルイーザ明子 KINBI nicojica

北海道立道民活動センター かでる2･7 1F 展示ホール

中央区中島公園1-15

開演19:00 開場18:30

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

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

090-2070-8706

札幌コンサートホールKitara 小ホール

11月10日(木)

011-552-2100

＜作品募集＞キラリ!さっぽろ公園30選 2022

011-522-5156

野瀬 栄進 渡米30周年記念コンサート

中央区北2条西2丁目41札幌2･2ビル2F

300円（大学生以下無料)

中央区北2条西7丁目

無料

小原道城書道美術館

10:00〜17:00

SS席 5000円 S席 4000円 A席 3000円 U25(A席) 1200円 (1997年以降生まれの方が対象) ※未就学児の入場はご遠慮ください。

ピアノトリオのひととき vol.8 夜のア・ラ・カルト

中央区中島公園1-15

開演10:10 開場9:50

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〜

中央区中島公園1-15

開演14:00 開場13:20

011-281-7117

無料 どなたでもおはいりいただけますが、満席の場合は入場をお待ちいただきます。各校の入れ替え時間に入退室が可能です。

011-520-1771

札幌コンサートホールKitara 大ホール

札幌コンサートホールKitara 大ホール

11月13日(日)

楽

中央区北2条西7丁目

全席自由 2000円 ※中学生以下無料

さっぽろ アートステージ 2022 さっぽろスクール音楽祭

無料 ※総合展示をご覧になる場合は別途料金がかかります

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

特別展「歿後10年 吉本隆明 廃墟からの出立」関連イベント 講演会 吉本隆明と現在

【申込開始】11月1日(火)9：00〜（電話申込） 無料
【対面】11月12日(土)14:00〜15:00 先着25名

予約

北海道立文学館 講堂（中央区中島公園1-4）

申込

011-511-7655

【オンライン】11月22日(火)12：00〜2023年1月9日(月・祝)17：00 先着60名

ウリュウ ユウキ・逢坂憲吾 写真二人展『そこから なにが みえますか』

トラムニストギャラリー

11月3日(木・祝)〜11月13日(日)

札幌市民交流プラザ3F クリエイティブスタジオ

中央区南5条西15丁目2-5トラムニストビル2F

11:00〜18:00

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内
090-1529-1002

hello@yuukiuryu.com

入場料無料 作品･作品集は販売します

サッポロウインドオーケストラ 第30回定期演奏会

すずきももExhibition 2022 ハルルさんとももとくまさんたちの巻 ワークショップ ちいさな絵本を作ろう

開演19:00 開場18:30

10:30〜12:00

11月12日(土)

全席自由 1000円 小学生以下無料

小岩明日香フルートリサイタル
11月13日(日)

開演14:00 開場13:30

前売 一般 2500円 学生 1000円 当日 一般3000円 学生 1500円

札幌市生涯学習センター ちえりあホール
011-622-6888

1000円(材料費込) 定員先着10名

開演15:00 開場14:30
1000円

11月13日(日)

開演15:00 開場14:30

080-1326-5013

無料

第56回HBC少年少女合唱団 定期演奏会
11月13日(日)

開演13:00 開場12:00

※3歳未満入場不可

011-232-5842

無料

11月13日(日) 開場10:30

東区北11条東7丁目1-1
090-3397-2121

無料 定員45名

【映像配信】能楽師が解説「はじめての能」
4月1日(金)〜2023年3月31日(金)23:59
無料 オンライン開催

hiromi.fa.sol.la.si@docomo.ne.jp

【前編】https://youtu.be/I9SLsrKxJBw

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

011-272-0501

北海道立道民活動センター かでる2・7 レクリエーション研修室ほか

予約

申込

1000円 ※ストリーミング＋での配信 ※情報・申込先 https://www.kyobun.org/event̲detail.php?id=10464
011-271-5822

録画配信 YouTube限定公開

全席自由 前売2500円 当日3000円

予約

申込

第５回10月28日(金)〜11月3日(木・祝) 第６回11月25日(金)〜12月1日(木) 第７回12月23日(金)〜29日(木)

開演15:00 開場14:30

中央区大通西3丁目6

koyanagi-a@hgu.jp

振付・演出家が明かす 知ったらスゴイ舞台の裏側（高橋竜太ダンスワークショップDAYs in Sapporo）

ウクライナ募金〜朗読とハープ

道新プラザDO-BOX

中央区北5条西5丁目7 sapporo55

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

街なかのコンサート in 大通 vol. 43 〜フルート＆クラシックギターの協演〜
11月13日(日)

紀伊國屋書店札幌本店1F インナーガーデン

【開催日時】 12月3日（土）13:30〜15:00、定員20名（先着順） 中央区北2条西7丁目

術

011-592-4125

＜参加者募集＞北芸亭・寄席演芸講座

【募集開始】5月23日(月)〜

札幌芸術の森 アートホール（南区芸術の森2丁目75）

第1部 第23期札幌ジュニアジャズスクール定期演奏会 開演11:00 第2部 ともだちコンサート 開演13:00
無料

11月13日(日)14:00〜15:30

芸

ともだちコンサート ーin SAPPOROー

札幌市東区民センター 大ホール

申込先 thanksumomo@gmail.com http://momo-s.com

【申込締切】11月12日(土)17:00まで

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

申込

011-785-3607

第29回 人文学の挑戦「バナナの足、世界を駆ける」

台

開演14:00 開場13:00

1000円(小学生以下無料) 定員先着30名

011-736-5720

予約

茶廊法邑ギャラリー（東区本町1条1丁目8-27）

14:00〜

090-2812-4892

札幌ハーツウインドオーケストラ 第４回おもちゃ箱コンサート
11月13日(日)

11月5日(土)

舞

全席自由 1000円

011-241-7170

すずきももExhibition 2022 ハルルさんとももとくまさんたちの巻 トークライブ 給食の母 佐々木十美さんとはなそう！

中央区北1条西13丁目

札幌文化芸術劇場 hitaru

中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1F

無料

札幌市教育文化会館 大ホール

北区北16条西2丁目

富士フイルムフォトサロン札幌

10:00〜18:00

中央区旭ヶ丘5丁目6-61

藤学園講堂

申込先 thanksumomo@gmail.com http://momo-s.com

11月4日(金)〜11月9日(水)

OKUI MIGAKU（奥井理）ギャラリー

藤女子大学マンドリンクラブ フジフロイライン 第53回定期演奏会

申込

011-785-3607

フジフイルム スクエア 企画写真展 岡本洋子写真展「心模様、花もよう」

小樽商科大学グリークラブ 創部100周年記念 OB演奏会
11月13日(日)

予約

茶廊法邑ギャラリー（東区本町1条1丁目8-27）

11月3日(木・祝)

西区宮の沢1条1丁目1-10

10月28日(金)19:00〜11月28日(月)20:40
募金チケット1000円

090-8707-2688

購入先 メール(poetry.sapporo@gmail.com）
もしくは電子チケット
（https://teket.jp/480/16089）

３

渡辺淳一文学館ドラマティックライヴ 朗読と音楽でつづる郷愁 Vol.3 〜モチモチの木に描かれる愛と勇気〜
11月3日(木・祝)

夕公演 開演17:00開場16:30

3000円 各公演80名限定 要予約

予約

渡辺淳一文学館

申込

中央区南12条西6丁目414
011-551-1282

さっぽろ アートステージ 2022 TGR札幌劇場祭2022 ぷらすのと☆えれき
「沼部、陸へ上がる」

11月3日(木・祝)開演15:00 11月4日(金)開演15:00/19:30 11月5日(土)開演14:00/18:00 11月6日(日)開演14:00 ※受付開始・開場は開演の30分前
一般前売 3200円 当日3500円 22歳以下 2000円（前売りのみ）ギフトチケット 3200円

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）
050-3698-5920

※詳細は公式サイトをご確認ください。https://www.sapporo-engeki.com/plus3

令和4年度札幌市豊平館 講座【文化財建造物の指定・登録・改修事業 〜北海道の最近の動向〜】

【受付開始】10月12日(水)〜【受付時間】9:00〜17:00

【受付開始】10月18日(火)8:45

11月4日(金)

開演19:00 開場18:15
全席自由 2000円

赤い羽根協賛 第45回小曲邦舞の会
11月5日(土)

開演11:00 開場10:00

自由席 2000円

第20回 さつらく寄席
11月6日(日)

開演14:30 開場14:00
500円 定員90名

※必ず事前にご予約お願いします。

会員300円

開演14:00 開場13:30

前売予約 1500円 当日2000円 （学生1000円 小中学生500円）

舞
台

音夢の会 朗読会

8:45〜17:15

【開催日】11月19日(土)13:00〜16:00 全1回

090-3779-1618

2023年度 道銀芸術文化助成事業 募集

予約

札幌エルプラザ4F 大研修室

10月25日(火)〜12月25日(日）当日消印有効(持参・郵送)

申込

北区北8条西3丁目28
090-7583-9282

無料 詳しくはHPをご確認ください。

https://dogin-bunkazaidan.org/grant.html#grant̲info

虹のしっぽスタジオ

料金・時間など詳しくはHPをご確認ください。

予約

10月31日(月)

申込

011-551-1282

011-685-1362

予約

渡辺淳一文学館

申込

中央区南12条西6丁目414

【受付締切】10月31日(月)

予約サイト https://www.quartet-online.net/ticket/kazokugekijou

ハンディキャップシアターShow Time 第4回公演
11月12日(土)

開演13:00 開場12:30

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）
090-8272-4299

札幌市教育文化会館 小ホール

090-5073-3356

予約

中央区北1条西13丁目

申込

北海道神宮 頓宮

予約

大人1000円 学生・障がい者500円 ※幼児無料 ※当日券はございませんのでHPから事前にお申込みください。http://showtime-sapporo.com/

語りと朗読の会
11月12日(土)

開演13:00 開場12:30

無料 定員60名（要予約・先着順）

申込

中央区南2条東3丁目
011-615-6655

011-512-6886

さっぽろ アートステージ 2022 TGR2022札幌劇場祭「泣いた赤鬼」
ほか

予約

11月12日(土)開演11:00/14:00 11月13日(日)開演11:00 ※開場は開演の30分前
3歳以上500円

電話 又はWeb（ https://koguyama.jp/ticketK3-3.html）からも予約出来ます。各回定員45名

さっぽろ アートステージ 2022 TGR2022札幌劇場祭 Hand in cap
11月12日(土)開演17:15 11月13日(日)開演14:15 ※開場は開演の15分前
前売 一般2000円(12日売切) 高校生以下1000円 要予約当日券なし

申込

札幌市こども人形劇場こぐま座（中央区中島公園1-1）
080-4048-2413

時計台コンサ-トVol.82「歌曲の楽しみ」〜ドイツの森とロマン Lie der-Abend〜
開演19:00 開場18:30

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）

モブスタジオHPよりウェブチケット販売https://www.mobstudio.net/blank-1
11月13日(日)

予約

時計台ホール

中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2F

011-211-0471

予約

申込

全席自由 2000円 支持会員1800円 配信1000円 ※未就学のお子様はご遠慮ください。※当日券は販売致しませんので事前にお求めください。

<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

【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
応募要項・申請方法等詳しくはHPをご確認ください。
http://normalize.or.jp/activities/welfare/

【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

リアル脱出ゲーム
「ときどき監視員が見回りに来る部屋からの脱出」
2022年5月27日(金)〜11月6日(日) 水曜日〜日曜日、祝日開催
料金・時間など詳しくはHPをご確認ください。

011-522-8777

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日之出ビル 8F

https://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/tokidoki̲re.html?utm̲source=oﬀ&utm̲medium=oﬀ&utm̲

”作業療法士が教える” 三大疾病と介護への備え
11月2日(水)14:00〜15:00
11月7日(月)19:00〜20:00

11月5日(土)

11:00〜12:00

そ
の

011-613-7551

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(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(日)10:00〜19:00(初日は16:00から、最終日は16:00まで)
無料

22morinokai@gmail.com

11月5日(土)

紀伊國屋書店札幌本店1F インナーガーデン

開演13:30 開場13:00

入場料無料 申込不要 定員45名（先着順）

札幌開催 システマ東京ワークショップ

【申込締切】11月5日(土)12:00【開催日】11月6日(日)

【募集期間】10月7日(金)〜11月3日(木・祝)

一般財団法人スウェーデン交流センター センターホール
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ2329-5

【1回目】11月5日(土)・6日(日)いずれか【2回目】11月12日(土）
・13日(日)いずれか 13:30〜15:30
5500円（2回分 教材費込･お茶代込）定員12名

0133-26-2360

予約

申込

080-3231-0337

予約

中島公園※詳細はお申込みの方に別途お知らせします

申込

【公開講座】
「ニック・ヴイチチさんの「いじめをとめる方法」のスピーチ」
【募集期間】11月7日(月)〜11月18日(金)

【開催日】12月3日(土)9:30〜11:30 開場9:00

500円 ※講座当日に受付にて徴収 定員15名

予約

北海道情報大学松尾記念館1F 実習室1

申込

江別市西野幌59-2
011-385-4427

070-8985-0961

田んぼのようちえん
「いつんぼ」 いなわらであそぼう

予約

ふゆみずたんぼ 江別市西野幌（お申込み後個別に詳細地図を添付します）

11月8日(火)

申込

10:00〜12:00（ご家族で昼食をとられる場合は13時までご利用いただけます。）

親子参加で1組2000円（含保険代）、お子さまおひとり増える毎に1000円追加 6組先着順

新渡戸遠友館(仮称)建設支援 連続講座 第5回 「北海道のワイン：現在と未来」
11月8日(火)

愛生舘サロン

13:30〜15:30 定員40名

1000円(道民カレッジ生・学生500円) ※予約不要・要マスク着用

中央区南1条西5丁目愛生舘ビル6F南側奥
011-577-1441

介護・看護就職デイ2022（介護・看護人材合同面接会）
11月8日(火)

13:00〜16:00 受付12:00〜
無料

防災風呂敷講座
11月8日(火)

札幌パークホテルB2F パークプラザ
中央区南10条西3丁目
011-562-0101

札幌市民交流プラザ SCARTSスタジオ2

13:30〜15:00

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内
080-6078-2266

1000円

クリスマスディスプレイ展〜個性あふれるナチュラルリース〜

11月8日(火)〜12月18日(日) 休館日：毎週月曜（祝休日の場合は翌平日）
8:45〜17:15

011-772-3511

百合が原緑のセンター 中温室（北区百合が原公園210）

高校生以上130円 ※中学生以下、65歳以上、障がいのある方は証明書等提示で無料
11月9日(水)〜11月10日(木)

サッポロファクトリーホール

03-3586-8644

中央区北2条東3丁目

無料 事前登録が必要 https://www.jataﬀ.or.jp/project/consulting/kaisai-hokkaido.html

伝統文化親子風呂敷教室

11月13日(日) 日曜開催 (月1回）

10:00〜11:00 親子（幼稚園から中学生）10組限定
最終回

13:00〜14:30 20名限定、幼稚園から中学生対象

楽しく覚えよう！初心者スウェーデン語会話講座

011-747-2804

チケット等詳しくはHPをご確認ください。https://systemaws202211.peatix.com/

9:45〜17:00（最終入館は16:30まで）所要時間 ＜Easy＞30分〜1時間 ＜Normal＞1時間〜1時間30分 ＜Hard＞1時間〜2時間30分
011-592-5111

中央区北5条西5丁目7 sapporo55

ウォームアップ13:00〜13:55 第1部14:00〜16:30 第2部17:00〜19:30

全国こども風呂敷学校

＜Easy＞300円 ＜Normal＞500円 ＜Hard＞500円

申込

道総研セミナー「超巨大地震と津波 どう避難するか？」

500円 (毎月1回教材費)

札幌芸術の森 野外美術館（南区芸術の森2丁目75）

予約

Zoom アプリやアカウントがなくてもブラウザで参加可能です

無料 各日先着30名 web申込(〆切開催3日前) 詳しくはHPをご確認ください。https://www.jicoo.com/t/l9iMr-itkP1h/e/L9EDeunFN̲U7

野外美術館謎解きイベント 月夜の空想ミュージアム〜森の番人からの手紙〜
7月22日(金)〜11月3日(木・祝)

申込

takaki.nogami@ﬁnancialjapan.jp

10:00〜16:00

【応募先住所】中央区大通西16丁目2-3ルーブル16 9F

予約

Zoom アプリやアカウントがなくてもブラウザで参加可能です

無料 各日先着30名 web申込(〆切開催3日前) 詳しくはHPをご確認ください。https://www.jicoo.com/t/l9iMr-itkP1h/e/̲BEZdtrOFku5

ゼロから学ぶ資産形成のためのマネーセミナー

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/

申込

090-2811-7378

takaki.nogami@ﬁnancialjapan.jp

スマート農業を目指す先端技術フェア in 北海道

【応募先】公益財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

予約

札幌プリンスホテル 国際館パミール3F（中央区南2条西12丁目）

一般 2000円 大学生 500円 高校生以下無料 申込は電話またはメールにて
（sdgshokkaido.miyazawa@gmail.com）

＜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

みんなでつくろう 新しい北海道〜循環型経済社会を目指して〜

【開催日】11月3日(木・祝)13:30〜17:00 開場13:00

他

11月11日(金)開演19:00 11月12日(土)開演14:00/19:00 11月13日(日)開演14:00 ※開場は開演の30分前

whats.eveything@gmail.com

第5回稲造サミット・札幌 新渡戸稲造ｘSDGs

の

011-232-3337

東区北11条東7丁目1-1

前売1000円 当日1300円

そ

中央区北1条西1丁目

011-522-8777

札幌市東区民センター3F 講義室

開演18:30 開場18:00

090-5951-9639

カナモトホール（札幌市民ホール）

中央区南1条西4丁目13日之出ビル 8F

坪内俊憲氏講演会「病気の作り方・健康の作り方〜ヒトの体のそもそも論〜」

渡辺淳一文学館（中央区南12条西6丁目414）

さっぽろ アートステージ 2022 TGR2022札幌劇場祭 家族劇場―もはやドラマにならない家族シネマ―
前売 3000円 当日 3500円 25歳以下(前売・当日共に）2000円

011-233-1029

https://realdgame.jp/conan2022/hokkaido.html

011-206-0804

術

全席指定 前売4000円 当日4400円

【応募・問合先住所】中央区大通西4丁目 道銀ビル別館8F

リアル脱出ゲーム札幌店(旧アジトオブスクラップ札幌)

10月28日(金)〜11月27日(日)

南区簾舞4条3丁目4-25hotcafeほっぺた館

配信はDADAより 購入用URL：https://vod.pylon.co.jp/#/stsp2022sap/（12月11日（日）21:00まで購入可能 / 同日23:59まで視聴可能）

開演19:00 開場18:00

【応募・問合先】公益財団法人 道銀文化財団

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン
「追憶のハロウィンからの脱出」

全席自由 前売3000円 当日3500円 配信観劇 1800円（1ヶ月のアーカイブ付き） 演劇専用小劇場 BLOCH（中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1F）

11月11日(金)

予約

申込

江別市西野幌59-2

無料 ※対象：小学5・6年生 ※要予約 定員15名(定員になり次第締め切ります) 申込方法はHPをご覧ください。https://ciu.do-johodai.ac.jp/seminar/339/

1200円 ※予約制 ※障がいのある方は受付で申し出てくだされば半額とさせて頂きます。

TVh落語「立川志らく 独演会」

予約

申込

011-385-4427

北海道情報大学校舎棟1号館 204教室

【募集期間】10月24日(月)〜11月4日(金)

中央区大通西3丁目道新ビル大通館8階

11月11日(金)開演19:00 11月12日(土)開演17:00(配信公演あり) ※開場は開演の30分前

090-1384-7830

各回2000円(飲み物付) 定員15名

【公開講座】
「集まれ小学生！
！ピカッとプログラミング講座」

道新ホール

さっぽろ アートステージ 2022 TGR2022札幌劇場祭 フゴッペ洞窟の翼をもつ人

道新プラザDO-BOX（中央区大通西3丁目6）

【開催日】11月1日(火)①10:00〜11:30【スマホ料金のしくみと格安SIM】②13:00〜14:30【災害時のスマホ活用】③16:00〜17:30【旅行でのスマホ活用】
（各回20分前開場）

011-824-8368

開演14:00 開場13:30

北区百合が原公園210

高校生以上130円※中学生以下、65歳以上、障がいのある方は証明書等提示で無料

ゆうこ先生のスマホ教室

中央区北1条西13丁目

芸

11月10日(木)

011-772-3511

百合が原緑のセンター 大温室

【募集期間】10月19日(水)〜10月31日(月)

札幌市教育文化会館 小ホール

11月9日(水)コクリコクラス・11月24日(木)あじさいクラス・11月30日(水)リラクラス
無料 各日80名限定 ※予約制

011-728-8300

10月12日(水)〜11月6日(日) 休館日：毎週月曜日

090-8270-9565

渡辺淳一文学館 朗読スクール 名作を朗読しましょう 第三期発表会
開演13:00 開場12:30

北区北8条西3丁目28

一般600円（1講座からお申込できます）定員50名

秋のサルビア展〜鮮やかな秋の装い〜

虹のしっぽ公演『クマのままでいたいと思ったクマ』
11月6日(日)・11月13日(日)

札幌エルプラザ2F 環境研究室

【開催日】11月2日(水) 11月10日(木) 11月24日(木) 10:00〜12:00

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

Modern Dance SRD Performance 10「地球リレー」

011-211-1951

2022年度 連続時事講座「気候変動と私たちのくらし」
【第１回】気象予報士からみた「気候変動と私たちのくらしの変化」

11月3日(木・祝)開演11:00/14:00 11月4日(金)開演19:30 11月5日(土)開演11:00/14:00 11月6日(日)開演11:00/14:00
大人 2000円 子ども〜学生 無料

申込

中央区中島公園1-20

無料 要予約 定員60名（事前申込が必要 定員になり次第受付締切）

さっぽろ アートステージ 2022 TGR札幌劇場祭2022 トランク機械シアター本公演vol.12 ねじまきロボットα〜ぼくのうまれたひ〜
※開場は開演の30分前

予約

豊平館 広間

【開催日】11月11日(金)開演18:00 開場17:30

11月13日(日) 日曜開催 (月1回）
500円 (毎月1回教材費)

最終回

予約

申込

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

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

