■ 設置場所

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.351

2021.

11.15 mon

11.28 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

獅子原和子個展「怪物よ、なぜ生きる」

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

11月2日(火)～11月30日(火)

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

BARのため飲食のご注文をお願いいたします。

第25期特別展

SAPPORO ART STAGE 2021「ART STREET」

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）

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）
一般

20:00～25:00

定休日：毎週日、
月曜日

※11月27日(土)のみ13:00～17:00まで

BAR＆GALLERY

卍

札幌市中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル８F
011-839-0461
011-281-7117

小原道城書道美術館

【出張Think School】11月7日(日)～11月23日(火・祝) 【キッズアートフェス】11月3日(水・祝)～11月23日(火・祝)

中央区北2条西2丁目41セコム損保札幌ビル2F

【出張Think School】9:00～21:00 【キッズアートフェス】10:00～19:00

300円 (大学生以下無料)

無料

011-552-2100

※共に最終日は17:00まで

会場の詳細はHPをご確認ください。 http://s-artstage.com/2021/artstreet/

Familiar mountain & a ﬁsh doesn't eat microplastic

山北ユカコ アイヌ刺繍作品展

9月1日(水)～11月30日(火)

JRタワーARTBOX

11月4日(木)～11月30日(火) 定休日：毎週水曜日 ※11月16日(火)は臨時休業 ※LO.時に来客不在の際は20:00で閉店

8:00～22:00（最終日は20:00まで）

北区北6条西2丁目 JRタワー1階東コンコース

12:30～21:00

無料

011-209-5075

※1グループ4人まで

緑色の実験

11月6日(土)～11月21日(日)

中央区北2条西2丁目23番地

11:00～18:00

定休日：毎週火曜日

※最終日は17:00まで

ギャラリー創(SOU)
中央区南9条西6丁目1-36

無料

011-272-0010

小林龍一展

011-562-7762

SAPPORO ART STAGE 2021「SCHOOL ART LIVE2021」

9月2日(木)～11月30日(火)

クロスホテル札幌

2Fロビー

11月6日(土)～11月23日(火・祝)

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）憩いの空間

中央区北2条西2丁目23番地
無料

中央区北3条西3丁目
無料

011-272-0010

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

011-281-7117

第9回伝統工芸北海道展

011-642-5709

2021年9月11日(土)～2022年1月16日(日) 休館日：月曜日

本郷新記念札幌彫刻美術館本館

11月9日(火)～11月15日(月)

三越ギャラリー

10:00～17:00

中央区宮の森4条12丁目

10:00～19:00

中央区南1条西3丁目8

最終入場時間 16:30

北海道銀行コレクション

011-644-8901

※最終日は16:00まで

無料

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

「富野由悠季の世界」開催記念
11月9日(火)～11月19日(金)

9:30～17:00（入場16:30まで）休館日：月曜日

中学生以下、65歳以上、障がい者手帳をお持ちの方等 無料

10:00～18:00

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。
9月24日(金)～12月26日(日)

011-271-1955

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。

無料

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

〈作品大募集〉
カタチがテーマの絵画公募展「〇展」
【応募期間】2021年10月1日(金)～2022年1月20日(木)必着 札幌市民ギャラリー（中央区南2条東6丁目）休館日：月曜日
【施設掲示】2022年3月3日(木)～3月6日(日)予定 【Web公開】2022年3月17日
（木）～3月31日
（木）予定
※詳細は公式HPをご覧ください。
（https://kouboten.wixsite.com/maruten）

札幌美術展

佐藤

武

011-271-5471
011-591-0090

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

北海道立三岸好太郎美術館（中央区北2条西15丁目）

つむぐ -フライヤーでふりかえる hitaru ＆ SCARTSの3年間

札幌三越本館9階

080-5584-2251

9月15(水)～11月23日(火・祝)

無料

011-615-2334

Yoko Tamura Solo Exhibition

クロスホテル札幌 3Fレストランアッシュ

無料

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

無料（喫茶店内で展示の為、
お飲み物等は各自お買い求め下さい。
）

原田ミドー展
9月2日(木)～11月30日(火)

かたちとせんとゆらぎ

北海道・プラモデル製作者たちの世界

定休日：毎週土、
日曜日

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

無料

011-232-5826

第16回札幌国際短編映画祭

011-817-8924
札幌市民交流プラザ 3階 クリエイティブスタジオ

【特別上映会】11月19日(金)～11月21日(日)

中央区北1条西1丁目

オンライン上映会：2800円 特別上映会：1500円／1プログラム 詳細はHPをご確認ください。https://sapporoshortfest.jp/

大﨑土夢 “エリプスの匂い”
①11月13日(土)～11月30日(火)11:00～19:00 休館日：日・月曜日 ②11月17日(水)～12月12日(日)10:00～17:00(ラストオーダー16:30) 休館日：毎週月曜日
①salon cojica（北区北23条西8丁目3-33 coneco bld. 1F） ②KINBI nicojica（中央区北1条西17丁目 北海道立近代美術館2階）
無料

011-700-0700

無料

11月15日(月)～11月21日(日)

札幌サンプラザ1階 ふれあい広場

9:45～17:00（入館は16:30まで）

9:00～17:00

北24条西5丁目

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

無料

北海道博物館

逍遥遊展

第18回企画テーマ展 アイヌのくらし

※初日は12:00～17:00まで

011-757-3511

安積徹

札幌日本画教室

11月16日(火)～12月12日(日) ※休館日：毎週月曜日

北海道博物館2階 特別展示室

11月16日(火)～11月21日(日)

大通美術館

9:30～16:30

厚別区厚別町小野幌53-2

10:00～19:00

中央区西5丁目11-1 大五ビル1階

入場は16:00まで

無料

011-898-0466

※最終日は17:00まで

無料

四人展「明日への歩み」

011-820-2140

第19回北区のアーティスト展

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

【オンライン上映会】11月12日(金)～12月5日(日)

090-8372-5483

日常使いのテキスタイル展

10月18日(月)～12月17日(金) 休館日：土・日・祝日

丸彦渡辺建設株式会社 本社1F まるひこアートペース和(なごみ)

11月16日(火)～11月21日(日)

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

9:00～17:00 ※最終日は16:00まで

豊平区豊平6条6丁目5番8号

10:30～18:00

北区北9条西3丁目9-1 ル・ノール北9条 1F

無料

011-842-9584

魅惑のヴェネツィアガラス展 ー受け継がれる伝統技法と美ー
2021年10月26日(火)～2022年1月24日(月)

無料
0134-33-1717

北一ヴェネツィア美術館（小樽市堺町5-27）

10:00～17:00 ※最終入場16:30まで ※最終日は16:00閉館

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歳以上の方は350円

ベン・シャーンと野田英夫 ー信仰との結びつきを持った共感の眼差しー展
10月28日(木)～12月19日(日)間の木、金、土、
日曜日に開催

※最終日は17：00まで

011-708-0606

Bloom Cross Stitch Collection 2021
11月17日(水)～11月21日(日)

らいらっくぎゃらりぃ

10:00～16:00

中央区大通西4丁目 北海道銀行本店ビル1F

無料
011-822-0306

HOKUBU記念絵画館（豊平区旭町1丁目1-36）

予約
申込

090-8709-8028

棚田裕美作品展101匹のにゃんこ展
11月17日(水)～11月22日(月)

ビストロカフェ+ギャラリー オマージュ

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

11:00～18:00

中央区南1条西5丁目 プレジデント松井ビル100

一般 500円 小学生未満 無料 障がい者手帳保有者 300円(介護者1名も同料金) 詳しくはHPをご確認ください。https://www.hokubu-kinen.or.jp/

無料

北都館

志摩利希作品展ー夢のシッポー

名画の小部屋

Vol.113

斉藤和志-crossover-

11月1日(月)～11月29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 【土・日・月曜日】10:00～19:00
無料

※カフェのため、
ワンオーダーをお願いします。

定休日：毎週火曜日 ※最終日は17:00まで
011-643-5051

※最終日は17:00まで

1F

011-232-3980

11月17日(水) ～ 11月29日(月)

休館日：毎週火曜日、11月23日
（火・祝）

13:00～19:00※最終日は17:00まで

ギャラリー犬養（豊平区豊平3条1丁目1-12）

無料

011-813-0515

YOSHINOBU IZUMA EXHIBITION 2021 NO.2 SILVER ART2

富野由悠季の世界

11月2日(火)～11月30日(火) 休館日：土・日・祝日

グランビスタギャラリーサッポロ

2021年11月17日(水)～2022年1月23日(日) 休館日：毎週月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）※1月10日は開館、1月11日は休館

11:00～19:00最終日は17:00まで

中央区北1条西4丁目札幌グランドホテル1階ロビー内

9:30～17:00

無料

011-261-3311

～ガンダム、
イデオン、
そして今

※最終入場は16:30まで

011-232-1373

北海道立近代美術館（中央区北1条西17丁目）

一般1500（1300）円、高大生1000（800）円、小中学生700（500）円 ※カッコ内は前売り料金※未就学児は無料（要保護者同伴）※障がい者手帳をお持ちの方等は無料（介助の方は1名無料）

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。
コレクション・ストーリーズ ヨーロッパの版画

Trio MiinA トリオミーナ第3回公演～小児がんチャリティコンサート

011-644-6881

2021年11月17日(水)～2022年4月3日(日) 休館日：月曜日、年末年始(12月29日～1月3日)、展示替期間等。※1月10(月・祝)は開館、1月11日(火)は閉館

11月23日(火・祝)

札幌コンサートホールKitara

9:30～17:00※入場は16:30まで

開場18:00

中央区中島公園1-15

北海道立近代美術館 展示室A（中央区北1条西17丁目）

開演18:30

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。詳細はHPをご確認ください。https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/knb/exhibition/program/24

一般3000円 学生1500円 全席自由※3歳以上入場可（無料）

チェブラーシカ さっぽろシネマフェスティバル2021

街なかコンサート in 大通

11月22日(月)～11月23日(火・祝)

070-8360-5973

予約
申込

サツゲキ
（中央区南2条西5丁目6-1 狸小路5丁目）

22日(月) ロシア語版(日本語字幕)：開場18:40 開演19:00

23日(火・祝) 日本語吹替版：開場12:40 開演13:00

一般2300円、子ども800円 ※未就学児は無料になります。詳細はHPをご確認下さい。http://chebfes2021.com/

011-871-2277

vol.37 ～フルート＆クラシックギターの協演～

11月23日(火・祝)

道新プラザDO-BOX

開場14:30

中央区大通西3丁目 北海道新聞社1階

開演15:00

前売2500円 当日3000円

090-8633-5070

〈Kitaraワールドオーケストラ＆合唱シリーズ〉鈴木 優人指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン

CrossWave2021

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

11月23日(火・祝)～11月28日(日)

コンチネンタルギャラリー

11月23日(火・祝)

札幌コンサートホール Kitara

10:00～18:00※最終日は17:00まで

中央区南1条西11丁目 コンチネンタルビル B1F

開場14:15

中央区中島公園1-15

無料

kintart2013@gmail.com

第39回公募展

開演15:00

北海道シニア陶芸展

カンティガ祭～賢王アルフォンソ10世生誕800年～
札幌市民ギャラリー（2F）展示ホール1～2

11月23日(火・祝)

ノースエイム3F

10:00～17:00

中央区南2条東6丁目

開場14:30

北区北18条西5丁目2-12

※最終日は16:00まで

無料

開演15:00

予約2500円 当日3000円 学生1000円引

011-611-1805

花月 藤村眞由美

陶展

小学生以下無料

大会議室

25席

080-3395-7020

中嶋健太郎 ピアノリサイタル

11月26日(金)～11月30日(火)

STUDIO Kamokamo

11月24日(水)

ザ・ルーテルホール

10:00～17:00

南区真駒内幸町1-1-15

開場18:30

中央区大通西6丁目3-1

※最終日は15:00まで

無料

VOL.15

11月27日(土)～11月28日(日)
11月28日(日)10:00～18:00

090-3393-4245

西本幸弘ヴァイオリンリサイタルシリーズ VIOLINable Discovery vol.8
札幌市民交流プラザ SCARTSスタジオ

11月25日(木)

ふきのとうホール

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

開場18:30

中央区北4条西6丁目3-3

無料

開演19:00

一般3000円 ペア5000円 学生1500円 全席自由

090-2814-4103

the sky above : 再訪

六花亭札幌本店6F

011-612-8696

Cello 村上智美 × Piano 後藤友香理

11月27日(土) ～ 12月5日(日)

定休日：毎週月曜日

12:00～19:00

れんがギャラリー

11月26日(金)

札幌市民交流プラザ SCARTSコート

中央区南10条西9丁目1-30

開場18:30

中央区北1条西1丁目 さっぽろ創世スクエア内

無料
11月28日(日)

札幌市教育文化会館
②開場12:30 開演13:00

011-747-7314

011-665-0675

北海道二期会ゴールデンコンサート “春に歌う 珠玉のアリア”

予約
申込

4階講堂

中央区北1条西13丁目

前売1000円 当日1300円（満席の場合は当日券発売なし）

開演19:00

一般2000円 学生1000円

dna@jazz.odn.ne.jp

『この世界に残されて』上映会
①開場10:00 開演10:30

開演19:00

一般3000円 学生1000円

011-584-0025

11月27日(土)10:00～19:00

011-520-2000

大ホール

B席4500円 U25(B席)1500円 全席指定※U25は1996年以降にお生まれの方が対象です。※未就学児の入場はご遠慮ください。

11月24日(水)～11月28日(日)

どさんこ織コンテスト作品展

11月26日(金)

札幌市教育文化会館

開場18:00

中央区北1条西13丁目

開演18:30

2000円（全席自由）

SISU100創立5周年記念 ラビリンス-音の迷路-

【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）

11月27日(土)

【開催日】2022年1月29日(土)

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

14:00～16:30

13:00～14:30

1000円

予約
申込

011-742-1608 ※電話等でのお申込みはできません。
ふきのとうホール

開場18:15

中央区北4条西6丁目3-3

開演19:00

音

11月15日(月)

090-2070-8706
六花亭札幌本店6F

小ホール

011-737-9949

〈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―

第1520回札幌市民劇場 ピアノトリオのひとときVol.7～夜のア・ラ・カルト

予約
申込

渡辺淳一文学館 地下1階 ホール
開場13:30

開演14:00

中央区南12条西6丁目414

一般2000円、学生1500円 詳細はHPをご確認ください。 http://sisu100.net/

080-3293-2549

岡田 奏 ピアノ・リサイタル

090-7652-6065

11月27日(土)

えぽあホール

開場13:00

江別市大麻中町26－7

開演14:00

3000円（当日3500円）
、25歳以下は1000円（当日同料金）全席指定※未就学児の入場はご遠慮ください。

ザ・ルーテルホール第20回 ミュージック・トゥモーロー 札幌音楽家協議会 Concerto da Salone コンチェルト・ダ・サローネ

フィリアアンサンブルコンサート

11月18日(木)

ザ・ルーテルホール

11月27日(土)

北海道クリスチャンセンター ホール

開場18:30

中央区大通西6丁目3-1

開場12:30

北区北7条西6丁目

開演19:00

楽

一般3000円（当日3500円） 学生1000円（前売り・当日共通） 全席指定

2000円

札幌コンサートホール Kitara

開場18:15

中央区中島公園1-15

1000円

大ホール

新・定期演奏会

11月27日(土)

札幌市東区民センター 大ホール

開場13:30

東区北11条東7丁目1-1

開演14:00

無料

0126-32-0391

札幌交響楽団

011-382-6408

りかちゃんずブラス 第2回アンサンブルコンサート

11月18日(木)
開演19:00

開演13:30

一般3000円、小中学生・高校生500円

011-211-1463

北海道教育大学スーパーウィンズ2021

hitaruシリーズ第7回

011-520-1771

rikachan_brass@yahoo.co.jp

森の響フレンド札響名曲コンサート ～バーメルトとワルツを

011-520-1771

11月18日(木)

札幌文化芸術劇場 hitaru

11月27日(土)

札幌コンサートホールKitara

開場18:00

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

開場13:00

中央区中島公園1-15

開演19:00

開演14:00

大ホール

プレミアム席8000円 S席6000円 A席5000円 B席3500円 U25割（A・B席）1500円 全席指定※未就学児の入場はご遠慮ください

SS席：5000円 S席：4000円 A席：3000円 U25割（A席）
：1200円※2021年度U25割は1996年以降生まれを対象とします。※未就学児の入場はご遠慮ください。全席指定

文屋治実チェロリサイタルNo.36

Flute Duo Piacere Concert Vol.1

～ドップラーに寄せて～

音

11月19日(金)

ザ・ルーテルホール

11月28日(日)

札幌市民交流プラザ 1階

開場18:30

中央区大通西6丁目3-1

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

開演19:00

一般3500円 学生1500円

開演 13:00

2000円 50席限定

011-665-0675

Luglioの響き vol.8

11月19日(金)

11月28日(日)

ザ・ルーテルホール

開場18:30

開演19:00

中央区大通西6丁目3-1

一般：5000円 U25：2000円※U25は1996年以降にお生まれの方が対象です。未就学児の入場はご遠慮ください。全席指定

一般 1500円 小学生以下 1000円

090-8899-5103

Heavenly Wind Gospel Live2021 - 20th Anniversary -

コダーイ・メソッド体験セミナーVol.11

11月20日(土)

札幌文化芸術劇場 hitaru

11月28日(日)

札幌市資料館

開場17:00

中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ4階

13:30～16:30

中央区大通西13丁目

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

開演19:00

楽

開演18:00

前売3000円 当日3500円 全席指定

※座席を必要としない未就学児は入場無料

011-577-0523

一般2000円 学生1500円

2階研修室

sapporomco@gmail.com

コダーイ・メソッド体験セミナーVol.12

北濱佑麻ピアノリサイタル2021～南米の風を感じて～
11月20日(土)

ザ・ルーテルホール

【受付期間】2021年10月5日(火)～2022年1月23日(日)

札幌市資料館

開場18:30

中央区大通西6丁目3-1

【開催日】2022年1月23日(日)13:30～16:30

中央区大通西13丁目

開演19:00

一般2000円 高校生以下1000円

札幌マンドリン倶楽部

札幌市教育文化会館

開場13:00

中央区北1条西13丁目

※小学生以下無料

大ホール

sapporomco@gmail.com

11月28日(日)

札幌文化芸術劇場 hitaru クリエイティブスタジオ

開場17:30

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

開演18:00

500円 未就学児の入場制限はございません。

080-9616-1120

SAPPORO ART STAGE 2021「SAPPORO MUSIC SHOWCASE」
11月20日(土)～11月21日(日)

2階研修室

宮の森アルテ・ムジクス 第11回アーベントムジーク

11月20日(土)
1000円 全席指定

一般2000円 学生1500円

080-6081-1941

第50回定期演奏会

開演13:30

SCARTSコート

090-9520-1103

＜Kitaraワールドソリストシリーズ＞神尾 真由子&ミロスラフ・クルティシェフ デュオ・リサイタル
開場18:30

011-281-7117

ブラストブラス札幌

miyanomori.alte.musiks@gmail.com

第20回演奏会

070-4808-1919

11月28日(日)

札幌市厚別区民センター 2階ホール

12:00～16:40

北3条交差点広場（西）
札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）内

開場13:30

厚別区厚別中央1条5丁目3-14

無料

http://s-artstage.com/2021/sms/

無料 ※配信も行います。詳細はHPをご確認下さい。https://www.facebook.com/blastbrasssapporo/

札幌管楽ゾリステン キタラシリーズ

090-1425-4083

11月21日(日)

札幌コンサートホールKitara

開場16:30

中央区中島公園1-15

開演17:00

一般2000円 学生1500円 全席指定

小ホール

OTERA JAZZ LIVE
11月28日(日)

浄土真宗本願寺派浄土寺

15:30

北区篠路2条6丁目4-18

1500円

※未就学児入場可（無料）

開演14:00

090-8900-9511

川上雄大 コンサート2021 in 渡辺淳一文学館 Vol9
11月23日(火・祝)

渡辺淳一文学館

開場13:30

中央区南12条西6丁目414

開演14:00

前売4000円 当日5000円 定員：50名

地下ホール

011-206-8800

※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11月10日時点の情報を元に作成しております。

２

小ホール

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。
〈作品募集〉開館30周年記念事業「第28回かでる創作展～かでるフォトコンテストVol.2～」
【募集期間】9月4日(土)～11月15日(月)17:00まで

朗読会 はまなす VOl.２

011-522-5167

北海道立道民活動センター かでる2・7 1階展示ホール（中央区北2条西7丁目）

【開催日】11月30日(火)～12月6日(月)9:00～17:00 ※最終日は15:00まで
無料 応募資格：かでる2・7で活動する写真サークル等に所属する方

詳細は公式HPをご覧ください。

札幌市民交流プラザ2階

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

開演13:00

1000円 定員50名

http://homepage.kaderu27.or.jp/event/self/dr34fo0000004fkh.html

〈募集〉
キラリ!さっぽろ公園30選 2021

SCARTS スタジオ

011-614-7851

金剛山歌劇団 札幌公演 「SOLL」
11月22日(月)

募集期間：2021年8月4日(水)～2022年1月26日(水)10：00まで
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）
011-512-7355

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。

台

土日祝日：8:45～17:00
011-511-7655

術

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）
9:30～17:00 ※展示室入場は16:30まで

芸

書 道・文 学・写 真

中央図書館 1階展示室（中央区南22条西13丁目）

特別展「小説挿絵の魅力ー文芸作品に伴走して」

北海道立文学館特別展示室（中央区中島公園1-4）

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

〈申込受付〉第73回 アサヒ北海道写真展公募

大ホール

中央区北1条西13丁目

前売3000円 当日3500円

舞

011-211-2579

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」

無料

札幌市教育文化会館

【昼公演】開場13:30 開演14:00【夜公演】開場18:00 開演18:30

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。）

平日8:45～20:00(ただし休館日は17:00まで)

11月22日(月)

011-219-2277

『2021 北海道現代舞踊フェスティバル in さっぽろ』Hokkaido Performing Arts Modern Dance in Sapporo
11月23日(火・祝)

北海道立道民活動センター かでる2・7

開場17:30

中央区北2条西7丁目

開演18:00

2000円

011-851-3110

2021年乱拍子やまびこ座公演「寿」

011-723-5911

予約
申込

11月26日(金)～28日(日)

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

26日(金)19:00 27日(土)①10:30②14:00 28日(日)①10:30②14:00

詳細はHPをご確認下さい。https://www.syaa.jp/sisetu/gekijou/yamabiko/18175/

こども
（3歳～中学生）1500円、学生2000円、大人2500円、家族券(3人まで・前売のみ)5000円※当日は+300円 各回定員100名

弦巻楽団 秋の大文化祭！#36 3/4「死にたいヤツら」

011-231-5023

【受付期間】11月1日(月)～12月10日(金)必着

札幌市教育文化会館4Fギャラリー（中央区北1条西13丁目）

11月27日(土)～28日(日)

サンピアザ劇場

【写真展】2022年4月13日(水)～17日(日)

詳細はHPをご確認ください。https://ajaps-hokkaido.com/free/contest#contest01

27日(土)開場16:00開演16:30 28日(日)開場13:30開演14:00

厚別区厚別中央2条5丁目7-2

【審査料】一般5000円 中・高校生無料

送金は、現金書留か定額小為替をご利用ください。

four seasons ゆきぐにのねこ 寺本成貴

一般2000円 学生1500円 ※当日券は+500円

写真展

090-2872-9209

SAPPORO ART STAGE 2021「第16回北海道中学生演劇発表大会」

11月12日(金)～11月17日(水)

富士フイルムフォトサロン 札幌

11月27日(土)～11月28(日)

10:00～18:00

中央区大通西6丁目1

27日
（土）13:45～ 開会式（無観客） 28日
（日）9:30～上演（無観客）

無料

富士フイルム札幌ビル1階

無料

011-241-7170

鎌田光彦

写真展

11月20日(土)～11月28日(日) 定休日：月・火曜日、不定期

茶廊法邑

10:00～18:00

東区本町1条1丁目8-27

無料

福祉住宅建築を助成金（5～30万円）
で支援

http://www.normalize.or.jp
011-613-7551

〈申込受付〉2022年度 道銀芸術文化助成事業募集

11月26日(金)～12月1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

【受付期間】10月25日(月)～12月25日(土)

当日消印有効

011-233-1029

公益財団法人 道銀文化財団（中央区大通西4丁目 道銀ビル別館8F）

・対象となる芸術分野は、音楽（クラシック）、美術に限ります。・北海道内において行う演奏会、展覧会等の企画のうち、2022年度 (2022年 4月1日～2023年3月31日)に事業が開始するものが対象です。

富士フイルム札幌ビル1階

応募方法等詳細はHPをご確認ください。https://dogin-bunkazaidan.org/grant.html#grant_info

011-241-7170

北海道ダンスプロジェクト
「LIVE YELL DANCE PROJECT」

リアル脱出ゲーム×ペルソナ5「東京ミステリーパレスからの脱出」

11月20日(土)～11月21日(日)

特設ライブエールシアター(旧北海道四季劇場)

①開場13:30 開演14:00

中央区大通東1-10

2000円 未就学児入場不可

原則として2020年12月以降に工事が完了した物件

無料

第13回写真展「ひかりと遊ぶ」Vol.9

②開場17:30 開演18:00

当日の上演はWEB上で配信します。詳細はHPをご確認下さい。http://s-artstage.com/2021/chugaku-engeki/

【応募期間】5月1日(土)～11月30日(火)（必着）年1回公募

mitsuhiko.k@protonmail.com

無料

011-281-7117

オンライン配信となります。

〈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

PSYCHOLOGICAL FORMS OF NATURE

Group18%GRAY

かでるホール

11月12日(金)～12月5日(日)

予約
申込

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）

【開演】
月・水・木・金曜日19:00、土日・祝日10:30、13:30、17:00、20:00 ※開場は各30分前

011-281-6680

有料。 料金など詳しくは公式HPをご確認ください。https://mysterycircus.jp/persona5/

【SAPPORO ART STAGE 2021「 TGR」】笑いの階段 Vol.17

011-522-8777

【俊カフェ】祈子式ポエトリーリーディングワークショップ

予約
申込

11月17日(水)～11月18日(木)

cube garden

11月15日(月)

俊カフェ

開演18:30

中央区北2条東3丁目2-5

18:30～19:30

中央区南3条西7丁目4-1 KAKU IMAGINATION 2F

開場18:00

1000円

1500円 定員8名

011-210-9500

【SAPPORO ART STAGE 2021「 TGR」】
ひかりごけ

090-2814-8575
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）

11月19日(金)～11月28日(日)

公演時間等詳細は公式HPをご覧ください URL：http://s-artstage.com/2021/tgr/list/eleven-nines/
【前売】一般3800円、学生2500円【当日】一般4000円、学生2800円 高校生以下：前売・当日1500円

公演時間等詳細は公式HPをご覧ください URL：http://s-artstage.com/2021/tgr/list/orgofa/
090-2077-8687

一般：前売3000円、当日3500円 学生：前売・当日2000円 パートナー：5000円

【SAPPORO ART STAGE 2021「 TGR」】札幌学生対校演劇祭

第12章

090-3397-8366

11月22日(月)

俊カフェ

18:00～19:30

中央区南3条西7丁目4-1 KAKU IMAGINATION 2F

演劇専用小劇場BLOCH（中央区北3条東5丁目5 岩佐ビル1F）
21日(日) ①開演13:30 開場13:00 ②開演17:00 開場16:30

他

080-2198-1110

一般：前売・当日2000円 学生：前売・当日1500円

予約
申込

11月26日(金)

俊カフェ

13:00～15:00

中央区南3条西7丁目4-1 KAKU IMAGINATION 2F

無料

定員6名

011-219-1955
俊カフェ

17:00～19:00

中央区南3条西7丁目4-1 KAKU IMAGINATION 2F

3500円 定員6名

台
芸

11月26日(金)～11月27日(土)

サンピアザ劇場

11月17日
（水）

26日(金)19:00

厚別区厚別中央2条5丁目7-2

開場18:00

術

080-3880-0108

一般2000円 学生1500円 ※当日券は+500円

予約
申込

11月28日(日)

011-211-0204

松下政経塾「農政フォーラム2021～食料自給国家の実現に向けて～」

【SAPPORO ART STAGE 2021「 TGR」】
おもいだすまでまっていて
27日(土)14:00

011-211-0204

【俊カフェ】札幌ポエムファクトリー（詩の講座）

の

舞

20日(土) 開演17:00 開場16:30

中央区南3条西7丁目4-1 KAKU IMAGINATION 2F

1500円 定員15名

そ

※開演時間により演目・上演団体が異なります。
ご注意ください

【SAPPORO ART STAGE 2021「 TGR」】世紀末演劇祭
11月20日(土)～11月21日(日)

13:00～18:00

【俊カフェ】
ファイナンシャルアドバイザーが提案する老後の資金づくりのお話

サンピアザ劇場（厚別区厚別中央2条5丁目7-2）

公演時間等詳細は公式HPをご覧ください URL：http://s-artstage.com/2021/tgr/list/%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%af%be%e6%a0%a1%e6%bc%94%e5%8a%87%e7%a5%ad/
前売300円 当日400円 +1チケット100円

予約
申込

俊カフェ

【俊カフェ】点字朗読会「壁と球根」
生活支援型文化施設コンカリーニョ（西区八軒一条西１ザ・タワープレイス1F）

11月20日(土)～11月21日(日)

011-211-0204

11月20日(土)

20分2000円 オプション：1500円 詳細はHPをご確認ください（https://www.facebook.com/shun.T.cafe/）

【SAPPORO ART STAGE 2021「 TGR」】
ひびそい
11月19日(金)～11月21日(日)

011-211-0204

【俊カフェ】
自分の色を身につけよう
〈パーソナルカラー診断〉

090-7514-7234

予約
申込

ホテルポールスター札幌（中央区北4条西6丁目）

開演18:30

詳細はHPをご確認くださいhttps://www.mskj.or.jp/event/event670.html

【会場参加】参加費：2000円 定員150名 【オンライン参加】参加費：1000円 定員無し

【SAPPORO ART STAGE 2021「 TGR」】王さまと9人のきょうだい

011-512-6886

予約
申込

第12回北海道e-水フォーラム

11月27日(土)～11月28日(日)

札幌市こども人形劇場こぐま座（中央区中島公園1番1号）

11月16日(火)

27日(土) ①開演11:00 開場10:30 ②開演14:00 開場13:30

28日(日) 開演11:00 開場10:30

14:00

011-218-7811
オンライン開催となります

3歳以上／400円（事前予約制）チケット取扱先：こぐま座（電話・ホームページweb予約） 定員：各回45人（定員になり次第、受付は締め切りとなります）

無料

大札幌落語会

第12回茶の湯文化にふれる市民講座

米團治・花緑を聴く会

視聴方法等詳細はHPをご確認ください。http://www.heco-spc.or.jp/emizu/contents/contents05.html

11月17日(水)

共済ホール

11月21日(日)

道新ホール

開場18:00

中央区北4条西1丁目 共済ビル6F

開場12:30

中央区大通西3丁目 道新ビル大通館8階

開演18:40

前売2600円 当日3000円 ※未就学児の入場はご遠慮ください

令和3年

080-7000-6403

11月17日(水)

札幌市教育文化会館

開場17:00

中央区北1条西13丁目

1500円 小・中・高校生

時計台で観る日舞

無料

”舞”

無料

11月27日(土)

開場18:30

中央区北1条西2丁目 札幌市時計台内

10:30～17:30

無料
11月21日(日)

渡辺淳一文学館

開場12:30

中央区南12条西6丁目414

開演13:00

2000円 定員50名

090-8277-9366

東区市民劇団オニオン座 おしばいたまてばこvol.10
11月21日(日)
①11:00～12:00 ②14:00～15:00

予約
申込
011-723-5911

予約
詳細はHPをご確認下さい。https://www.syaa.jp/sisetu/gekijou/yamabiko/18167/
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）

3歳以上300円 各回定員100名（定員になり次第、受付は締め切りとなります）

中央区大通西13丁目

011-231-1131

予約
申込

大丸藤井セントラル7階スカイルーム
〔ギャラリー横〕
（中央区南1条西3丁目2）
※途中1時間休憩あり

詳細はHPをご確認ください。

4800円 定員：10名（先着順） 対象：中学生以上

090-8707-1796

鍵にようこそ

予約
申込

研修室

収録日、入場希望の場合は先着30名です。詳細はHPをご確認ください。http://doubun.wp.xdomain.jp/

時計台ホール

ミステリー朗読会

札幌市資料館

木版画で作る寅年年賀状教室

11月19日(金)
開演19:00

011-271-5036

15:00～16:30

Nanatomoshi Densho vol.5

予約
申込

011-210-0440

【収録日】11月23日(火・祝)【WEB配信】12月11日(土)から

大ホール

080-6073-1303

歴史文化遺産と花柳流

無料

〈申込受付〉第63回北海道文化集会

札幌能楽会「能楽鑑賞のひととき」
開演17:30

開演13:30

https://www.daimarufujii-central.com/post/blog20211014-1

ニック・ヴイチチさんの「いじめをとめる方法」のスピーチ

011-385-4427

【受付期間】11月15日(月)～11月26日(金)

北海道情報大学

【開催日時】12月11日(土)

江別市西野幌59番2

開場9:00

開演9:30

松尾記念館1階

実習室1

予約
申込

500円 15名詳細はHPをご確認ください。https://www.do-johodai.ac.jp/kouza/details/class2021-18.php

〈申込受付〉2022年度ほっくー基金

活動助成募集

【受付期間】2021年11月1日(月)～2022年1月31日(月)

011-218-7811

当日消印有効

【対象分野】北海道における生物多様性保全を目的とする実践的な活動を対象とします。
【対象活動期間】2022年4月1日(金)～2023年2月28日(火)
助成の詳細、応募方法等詳細はHPをご確認ください。http://www.heco-spc.or.jp/HoBiCC/hokku_josei/index.html

※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11月10日時点の情報を元に作成しております。

３

