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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〉

JULMÄSSA
11月21日(日)～12月25日(土)　休館日：火曜日

無料
10:00～16:00　※11月中は16:30まで

一般財団法人スウェーデン交流センター

0133-26-2360
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ2329番地25

笹谷正博個展『画家くんの世界へようこそ』
11月24日(水)～12月10日(金)　休館日：土、日曜日

無料
10:00～18:00 ※最終日は17:00まで

NANAKAHARA 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

「刻をつなぐ」中嶋詩子 版画展　
11月24日(水)～11月29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　【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

中村まり子小品展「萌えるふくらみ」
12月1日(水)～12月6日(月)

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　【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

第11回年忘れ名画展
パートⅠ：12月1日(水)～12月13日(月)　パートⅡ：12月15日(水)～12月27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　【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

 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
中央区北5条西2丁目

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 札幌2・2ビル2階

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

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

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
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

中央区宮の森4条12丁目
本郷新記念札幌彫刻美術館本館

〈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

無料　※詳細は公式HPをご覧ください。（https://kouboten.wixsite.com/maruten）
【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

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

 011-271-5471

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

四人展 「明日への歩み」
10月18日(月)～12月17日(金) 休館日：土・日・祝日

無料
9:00～17:00 ※最終日は16:00まで

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)

011-842-9584
豊平区豊平6条6丁目5番8号

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)

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
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

北一ヴェネツィア美術館（小樽市堺町5-27）

0134-33-1717

札幌美術展　佐藤　武
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）

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）

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

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)
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

詳しくはHPをご確認ください。https://www.hokubu-kinen.or.jp/

HOKUBU記念絵画館（豊平区旭町1丁目1-36）

011-822-0306

北都館　名画の小部屋　Vol.113　斉藤和志-crossover-
11月1日(月)～11月29日(月)

無料　※カフェのため、ワンオーダーをお願いします。
【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

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

北海道博物館　第18回企画テーマ展　アイヌのくらし
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
厚別区厚別町小野幌53-2
北海道博物館2階 特別展示室

YOSHINOBU IZUMA EXHIBITION 2021 NO.2 SILVER ART2
11月2日(火)～11月30日(火) 休館日：土・日・祝日

無料
11:00～19:00最終日は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条西4丁目札幌グランドホテル1階ロビー内

予約
申込

山北ユカコ　アイヌ刺繍作品展　かたちとせんとゆらぎ
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

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。）
12:30～21:00　※1グループ4人まで CAFE ESQUISSE（中央区北1条西23丁目1-1 メゾンドブーケ円山1F）

011-615-2334

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

無料
①salon cojica（北区北23条西8丁目3-33 coneco bld. 1F）

011-700-0700

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

無料
②KINBI nicojica（中央区北1条西17丁目 北海道立近代美術館2階）

011-820-2140

第16回札幌国際短編映画祭
【オンライン上映会】11月12日(金)～12月5日(日)

オンライン上映会：2800円　詳細はHPをご確認ください。https://sapporoshortfest.jp/

札幌市民交流プラザ 3階　クリエイティブスタジオ
中央区北1条西1丁目

 011-817-8924

予約
申込

志摩利希作品展ー夢のシッポー
11月17日(水) ～ 11月29日(月)　休館日：毎週火曜日、11月23日（火・祝）

無料
13:00～19:00※最終日は17:00まで

011-813-0515
ギャラリー犬養（豊平区豊平3条1丁目1-12）

富野由悠季の世界　～ガンダム、イデオン、そして今
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

一般1500円、高大生1000円、小中学生700円 ※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）
9:30～17:00　※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）

コレクション・ストーリーズ　ヨーロッパの版画
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

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
9:30～17:00※入場は16:30まで

011-644-6881

北海道立近代美術館 展示室A（中央区北1条西17丁目）

花月　藤村眞由美　陶展
11月26日(金)～11月30日(火)

無料
10:00～17:00　※最終日は15:00まで

STUDIO Kamokamo

011-584-0025
南区真駒内幸町1-1-15

the sky above : 再訪
11月27日(土) ～ 12月5日(日)　定休日：毎週月曜日

無料
12:00～19:00

れんがギャラリー

dna@jazz.odn.ne.jp
中央区南10条西9丁目1-30

HOLIDAY  ILLUSTRATION EXHIBITION MAYUKA
11月27日(土)～12月6日(月)

無料
12:00～19:00 ※初日は15:00から　最終日は17:00まで

space1-15

instagram@mayuka.me
中央区南1条西15丁目1-319 シャトールレーヴ307

獅子原和子個展「怪物よ、なぜ生きる」
11月2日(火)～11月30日(火)　定休日：毎週日、月曜日

BARのため飲食のご注文をお願いいたします。
20:00～25:00　※11月27日(土)のみ13:00～17:00まで

BAR＆GALLERY　卍

 011-839-0461
中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F



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11月24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11月24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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In Harmony 彼方アツコ・関川敦子　二人のATSUKOの版画展
12月2日(木)～12月7日(火)

無料
10:00～18:00　最終日は17:00まで

道新ぎゃらりー A室

011-241-0125
中央区大通西3丁目6　道新ビル大通館 7F

杉吉貢展　埋火‐uzumibi‐
12月4日(土)～12月26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 1階

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36　U-ステージ

蓼喰ふ虫も酒器好き 2021
12月11日(土)～12月26日(日)　休館日：木・金曜日

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

〈申込受付〉第3回 豊平館サロンコンサート ゆったりまったり
【受付期間】11月18日(木)～12月17日(金)

無料　※先着40名、定員になり次第受付は終了します。
【開催日】12月17日(金)　開演19:00　開場18:00

札幌市豊平館

011-211-1951
中央区中島公園1-20

北海道教育大学岩見沢校　油彩画研究室小品展「それぞれの小窓4」
12月8日(水)～12月13日(月)

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　【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

【道民カレッジ連携講座】しめ飾りづくりと凧づくり体験教室
12月11日(土)

大人1200円　子ども500円
10:00～14:30　※現地集合 9:50集合、現地解散

定員 20名 保護者の方も一緒に参加ください ※定員になり次第締切、子どもだけの参加は不可

北海道開拓の村　旧札幌停車場第2ホール
厚別区厚別町小野幌50-1

011-271-4220

SAPPORO CITY JAZZ 2021　ジャズライブラリー
11月25日(木)～12月7日(火)

無料
平日 9:00～21:00　土日 10:00～18:00

札幌市図書・情報館 1F 展示エリア

011-592-4125
中央区北1条西1丁目　さっぽろ創世スクエア

朗読とハープ～祈りと希望の詩をフィギュアスケート・メロディーにのせて
①現地開催　11月30日（火）②アーカイブ配信　12月1日(水)19:00～12月15日(水)20:30

①1000円　定員150名　②配信チケット1000円　申込方法については（https://teket.jp/480/7347）をご確認ください
①開演19:00　開場18:30

090-8707-2688

時計台ホール（中央区北1条西2丁目 札幌市時計台内 2階）

第五回シューマニアーデ「シューマンとベートーヴェン」
12月2日(木)

2000円
開演19:00　開場18:15

ザ・ルーテルホール

080-1887-1123
中央区大通西6丁目3-1

SAPPORO CITY JAZZ 2021　生音 JAZZ CAFE  Winter Vision 『光と音の雪景色』
12月2日（木）

1000円　※未就学児入場不可
開演18:00　開場17:30

札幌市民交流プラザ　1階　SCARTSコート

011-592-4125
中央区北1条西1丁目　さっぽろ創世スクエア

SAPPORO CITY JAZZ 2021　LUNCH TIME CONCERT
12月2日(木)、3日(金)、5日(日)、6日(月)

無料 ※事前のお申込みが必要です。11月29日(月)17:00まで。 ※未就学児の入場はご遠慮ください
開演12:20　開場11:50

札幌市民交流プラザ 1F SCARTSコート

011-592-4125

中央区北1条西1丁目　さっぽろ創世スクエア

【SAPPORO CITY JAZZ 2021 THEATER JAZZ LIVE】 fox capture plan Special guest 青木カレン
12月4日(土)
開演12:30　開場11:45
カウンター席（1名用）：前売7000円、当日7500円　※未就学児の入場はご遠慮ください

札幌文化芸術劇場hitaru
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

011-592-4125

【SAPPORO CITY JAZZ 2021 THEATER JAZZ LIVE】 村上ゆき
12月5日(日)
開演19:00　開場18:15　※未就学児の入場はご遠慮ください
デュオ席（2名用）：前売13000円　プレミアムデュオ席（2名用）：前売15000円　カウンター席（1名用）：前売7000円 ※当日券は全て500円増

011-592-4125

【SAPPORO CITY JAZZ 2021 THEATER JAZZ LIVE】ジミーオールスターズ
12月7日(火)

デュオ席（2名用）：前売13000円　プレミアムデュオ席（2名用）：前売15000円 ※当日券は全て500円増

札幌文化芸術劇場hitaru
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

011-592-4125

紺野 愛 定期ライブ「アトリエ 小さな部屋 vol.14」
12月4日 (土)

料金 2000円　定員10名（予約優先）
開演 18:30　開場 18:15

多目的喫茶店アイビィ

090-1645-8392
中央区北1条西18丁目 市田ビル2F

Trio Neue Bahnen 1st Concert（トリオ・ノイエ・バーネン　ファーストコンサート）
12月5日(日)

一般2000円　学生1000円
開演19:00　開場18:30

ザ・ルーテルホール

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

MN・PO声楽発表会
12月5日(日)

1000円
開演18:20　開場18:00

時計台ホール

090-2076-7010
中央区北1条西2丁目　札幌市時計台内　2階

SAPPORO CITY JAZZ 2021　Jamming X’mas！
12月6日(月)

1000円※未就学児の入場はお断りいたします
開演18:00　開場17:30

札幌市民交流プラザ 1F SCARTSコート

011-592-4125
中央区北1条西1丁目　さっぽろ創世スクエア

きのとやサロンコンサートvol.70
12月7日(火)

2500円　各回定員20名　定員になり次第終了
午前の部：開演11:00 開場10:30　午後の部：開演14:00 開場13:30

琴似会館（西区琴似4条2丁目6-40）

011-640-3330

令和3年度 北海道教育大学岩見沢校 芸術スポーツ文化学科 音楽文化専攻 定期演奏会
12月8日(水)

1000円 ※小学生以下無料　3歳以上入場可
開演18:00　開場17:15

札幌コンサートホール　Kitara 大ホール

080-1868-2854
中央区中島公園1-15

新進演奏家育成プロジェクトリサイタル・シリーズSAPPORO22　福井 遥香 クラリネット・リサイタル
12月10日(金)

2500円(全席指定) ※未就学児の同伴・入場はご遠慮ください
開演19:00　開場18:00

札幌コンサートホール　Kitara小ホール

03-3539-5131
中央区中島公園1-15

中世古楽のクリスマス　A Medieval Christmas
12月11日(土)

前売 2500円　当日3000円　学生1500円　小学生以下無料　定員40名
開演15:00 開場14:30

札幌豊平教会

080-3395-7020

豊平区豊平6条3丁目5-15

令和三年度北海道大学邦楽研究会定期演奏会
12月11日(土)

無料
開演13:30　開場13:00

札幌市教育文化会館

hokudaihouken@gmail.com
中央区北1条西13丁目

WINTER CONCERT
12月11日（土）

無料　定員100名（当日先着順）
開演14:00　開場13:30

札幌市民ギャラリー　1階 第1展示室

011-271-5471
中央区南2条東6丁目

札響の第９in kitara
12月11日（土）～12月12日（日）

※U25割は1996年以降生まれを対象とします。ご購入ご来場時に生年証明書をご持参ください。・未就学児の入場はご遠慮ください。
11日（土） 開演17:00 開場16:00　12日（日） 開演13:00 開場12:00 S席6500円　A席5000円　B席3500円　U25割（A・B席）1500円

札幌コンサートホール Kitara 大ホール（中央区中島公園1-15）

011-520-1771

Fusion of Music vol.4
12月12日（日）

一般 3000円　中高生 1800円　小学生以下 1200円
開演13:30　開場13:00

札幌市教育文化会館 小ホール

fusion.of.music12＠gmail.com
中央区北1条西13丁目

札幌ジュネス室内合奏団ウィンターコンサート
12月12日（日）

無料
開演13:30　開場13:00

札幌市民交流プラザ　1階SCARTSコート

sapporo.jeunes@gmail.com
中央区北1条西1丁目

札幌コンセルヴァトワール　入賞記念コンサート
12月12日（日）

各部1000円（入替制）
【第一部】開演14:30　開場14:00　【第二部】開演17:30　開場17:00

ふきのとうホール（中央区北4条西6丁目3-3 六花亭札幌本店6F）

011-822-6984

〈申込受付〉短編小説朗読会
【受付期間】11月14日(日)～12月25日(土)

無料　定員10名
【開催日】12月25日(土)　開演17:20　開場17:00

札幌市豊平館　1階フヨウの間

090-2873-4018
中央区中島公園1-20

ゆら　ひかりとことばのあそび
12月1日(水)～12月19日(日)

喫茶店内での展示のため、ワンオーダーをお願いします
土～水曜日：11:00～20:00　ラストオーダーL.O.19:00　木・金曜日：11:30～15:00　定休日：不定休（ツイッターにて告知）

喫茶こん（東区北21条東1丁目3-1）

fufufuzin@yahoo.co.jp

第10回 ニッコールクラブ 札幌中央支部 写真展
12月3日（金）～12月8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

音夢の会 朗読会
12月2日(木)

1200円　定員先着50名　※障がいをお持ちの方は受付でのお申出により半額とさせていただきます。
開演14:00　開場13:30

渡辺淳一文学館

011-685-1362

中央区南12条西6丁目414

【Dance Exhibition Sapporo 2021】音楽と踊り「拮抗JAM」
12月3日(金)

前売：3000円　23歳以下：前売1500円　※要年齢確認　膝の上のお子様は無料
開演19:30　開場19:00

生活支援型文化施設コンカリーニョ

080-5591-0098
西区八軒1条西1丁目2-10 ザ・タワープレイス1階

【Dance Exhibition Sapporo 2021】Hal Tanaka極北会舞踏公演「冒涜の八月」
12月4日(土)

前売：3000円　23歳以下：前売1500円　※要年齢確認　膝の上のお子様は無料
【昼】開演14:00 開場13:30　【夜】開演18:00 開場17:30

生活支援型文化施設コンカリーニョ

080-5591-0098
西区八軒1条西1丁目2-10 ザ・タワープレイス1階

【Dance Exhibition Sapporo 2021】.C 公演「ディスコミュニケーション・ディスコ」
12月5日(日)

前売：3000円　23歳以下：前売1500円　※要年齢確認　膝の上のお子様は無料
【昼】開演14:00 開場13:30　【夜】開演18:00 開場17:30

生活支援型文化施設コンカリーニョ

080-5591-0098
西区八軒1条西1丁目2-10 ザ・タワープレイス1階

第26期特別記念展　西の鉄斎、東の晴湖展
2021年12月7日(火)～2022年3月31日(木)　休館日：月曜日、年末年始（12月20日（月）～1月10日（月・祝））

300円　大学生以下無料
10:00～17:00（入館は16:30まで）

011-552-2100
小原道城書道美術館（中央区北2条西2丁目 札幌2・2ビル2階）

《群青企画》　3人のリレー形式による小会議室での半日・写真個展
12月4日(土)

無料
13:00～17:30

北海道立道民活動センター かでる2・7　8階交流コーナー

090-2873-2250
中央区北2条西7丁目

《書家》最倖庵  池田守展「LIFE : Live」
2021年12月2日(木)～2022年1月10日(月・祝)

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。）年末年始の営業時間の詳細はHPをご確認くださいhttp://www.cafe-esquisse.net/gallery/next.php
12:30～22:00（日祝～21:00） ※1グループ4人まで ※LO.時に来客不在の際は21:00（日祝～20:00）で閉店　定休日：毎週水曜日 ※12月14日(火)は臨時休業

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

011-615-2334

第16回北海道小・中・高生短歌コンテスト
2021年12月4日(土)～2022年1月16日(日)

無料
9:30～17:00　入場は16:30まで　休館日：月曜日（ただし、月曜日が祝日等の場合は開館）、年末年始(12月29日～1月3日)、1月11日（火）

北海道立文学館 ロビー（中央区中島公園1-4）

011-511-7655

ぐらんぱ＆ぱぺグ　人形劇「たいへんだぁ」「おー！うんこ」ブラックパネルシアター「森のクリスマス」
12月4日(土)～12月5日(日)

3歳以上400円　各回定員45名
12月4日(土) 14:00～15:00　12月5日(日) 11:00～12:00

札幌市子ども人形劇場こぐま座
中央区中島公園1-1

011-512-6886

劇団Kiss’s児童劇「天使が舞い降りた夜」
12月4日(土)～12月5日(日)

こども(5歳～中学生)1200円（前売1000円）、大人1800円（前売1500円）各回定員100名
①12月4日(土)開演15:00 開場14:30 ②開演18:30 開場18:00　②12月5日(日)開演11:00 開場10:30 ②開演14:00 開場13:30

札幌市子どもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

090-2695-8093

第24回　親子のための絵本のよみきかせ会
12月4日(土)

無料　※定員：親子10組（先着順）
受付：11月11日(木)8:45から開始　10：30～11：30

札幌市社会福祉総合センター4階　視聴覚兼会議室

011-614-2001
中央区大通西19丁目1-1

札幌国際大学心理相談研究所公開講座 第10回朗読の集い
12月4日(土)

無料　定員50人予定　申込締切12月1日（水）
開演13:30　開場13:00

札幌国際大学　総合情報館地下シアター

011-881-6480

清田区清田4条1丁目4-1

北海道寄席　第17回札幌福北寄席立川幸之進・笑福亭希光二人会 from芸協カデンツァ
12月10日(金)

前売 2500円　当日2800円
開場18:30　開演19:00

時計台ホール

03-5909-3080
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内

劇団清水企画第22回公演『だれば箱づめの亡者』
12月10日(金)～12月12日(日)

一般 2800円　学生 1500円　高校生以下 500円※未就学児の入場はご遠慮ください。※学生、高校生以下の方は学生証をご提示ください。
10日(金)19:00　11日(土)①15:00 ②19:00　12日(日)①11:00 ②15:00　※開場は開演の30分前

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

古今亭菊志ん・菊太楼・文菊 三兄弟の悪だくみin札幌
12月11日(土)

前売2800円　当日3000円　※未就学児の入場はご遠慮ください。
開場18:00　開演18:30

ザ・ルーテルホール

090-8272-0397
中央区大通西6丁目3-1

柳家三之助落語独演会　三之助をみたかい？in札幌　Vol.73
12月11日(土)

前売2500円　当日3000円
開演19:00　開場18:30

札幌エルプラザ　4F大研修室

011-511-6777
北区北8条西3丁目

音羽流日本舞踊公演　第3回壽菊の会
12月12日(日)

3000円
開演14:00　開場13:30

札幌市教育文化会館　大ホール

090-3115-3266
中央区北１条西13丁目

市内周遊バス「さっぽろキラキララリーバス」
12月4日(土)～12日26日(日)
15:00～22:00※毎週木曜日は運休　ルート、料金、時刻表等詳細はHPをご確認下さい
https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/r3sapporo_kirakira_bus.html

011-271-7024

札幌市立大学・道総研　共同セミナー「知活ゼミナール2021」
2021年10月25日(月)～2022年1月31日(月)

無料
会期中YouTube配信

オンライン開催となります

011-592-2346

kuraché（クラシェ）2021.12「ありがとうをつめ込んで」
12月1日（水）～12月10日（金）

無料
10:30～18:30

札幌駅前通地下歩行空間（チ･カ･ホ）出口7と9の間

011-232-3661
中央区北1条西3丁目

北海道の暖房器具の変遷
12月3日(金)

無料
開講18:00　開場17:30

札幌市豊平館　広間

011-211-1951
中央区中島公園1-20

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン「緋色の捜査網からの脱出」
2021年12月10日(金)～2022年1月10日(月・祝)

前売：一般3300円、学生3000円、グループチケット（1～6人テーブル貸切）：19200円　当日：一般3600円、学生3300円、グループチケット（1～6人テーブル貸切）：21000円
開催時間など詳しくは公式HPをご確認くださいhttps://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/conan8.html

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）

011-522-8777

茶と茶菓子
12月11日(土)

無料
10:00～15:00

札幌市民交流プラザ　1階SCARTSモール

chato.chagashi@gmail.com
中央区北1条西1丁目

北海道国際協力フェスタ2021オンライン　世界をあきらめない。～学ぶべ！しゃべるべ！つなげるべ！～
12月4日(土)～12月5日(日)　オンラインストア12月4日(土)～12月11日(土)

無料　オンライン開催となります
日程、プログラム詳細はHPをご確認くださいhttps://festa.hk-ngo.net/　

011-211-5028

SAPPORO保育園ミーティング2021年12月
12日12(日)

無料
開講13:00　開場12:30

ニューオータニイン札幌　2階鶴の間

011-562-0101
中央区北2条西1丁目1

〈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

コダーイ・メソッド体験セミナーVol.12
【受付期間】2021年10月5日(火)～2022年1月23日(日)

一般2000円　学生1500円
【開催日】2022年1月23日(日)13:30～16:30

札幌市資料館　2階研修室

sapporomco@gmail.com
中央区大通西13丁目

〈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

〈申込受付〉第73回 アサヒ北海道写真展公募
【受付期間】11月1日(月)～12月10日(金)必着
【写真展】2022年4月13日(水)～17日(日)
【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。

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）

011-231-5023

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

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

特別展「小説挿絵の魅力ー文芸作品に伴走して」
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）

Group18%GRAY　第13回写真展「ひかりと遊ぶ」Vol.9
11月26日(金)～12月1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

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～」
11月30日(火)～12月6日(月)

無料
9:00～17:00 ※最終日は15:00まで

北海道立道民活動センター かでる2・7　1階展示ホール

011-522-5167
中央区北2条西7丁目

書
道
・
文
学
・
写
真

〈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

〈申込受付〉2022年度 道銀芸術文化助成事業募集
【受付期間】10月25日(月)～12月25日(土)　当日消印有効

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
・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。

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）

011-233-1029

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12日(金)～12月5日(日) 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）

011-522-8777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/
【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

予約
申込

〈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)　当日消印有効

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
【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)

011-218-7811

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

〈申込受付〉札幌コンサートホール第11回演奏会付き防災訓練
【受付期間】11月19日(金)～12月10日(金)

無料　全席指定　定員800名　申し込み方法等詳細はHPをご確認ください https://www.kitara-sapporo.or.jp/event/event_detail.php?num=4464
【開催日】2022年1月26日(水)　開演14:00　開場13:30

札幌コンサートホールKitara大ホール

011-520-2000

中央区中島公園1番15号
予約
申込

こしらの集い
11月30日(火)

2500円　メールにて申し込みください①お名前（複数の場合、参加者全員） ②住所 ③電話番号 ④枚数 ⑤こしら師匠に質問（あれば）
開演19：00　開場18:00

サンピアザ劇場

usiwajamaru@gmail.coｍ

厚別区厚別中央2条5丁目7-2
予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

日常生活を営む上での
基本的生活様式を実践しましょう

札幌市感染症対策室

感染者数が限定的になった場合でも、再度感染
が拡大する可能性があることから、長期的な感
染予防の取り組みとして、暮らしの中で実践し
ていきましょう。

書
道
・
文
学
・
写
真

予約
申込

札幌文化芸術劇場hitaru
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

開演19:00　開場18:15　※未就学児の入場はご遠慮ください
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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11月24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11月24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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In Harmony 彼方アツコ・関川敦子　二人のATSUKOの版画展
12月2日(木)～12月7日(火)

無料
10:00～18:00　最終日は17:00まで

道新ぎゃらりー A室

011-241-0125
中央区大通西3丁目6　道新ビル大通館 7F

杉吉貢展　埋火‐uzumibi‐
12月4日(土)～12月26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 1階

011-562-7762
中央区南9条西6丁目1-36　U-ステージ

蓼喰ふ虫も酒器好き 2021
12月11日(土)～12月26日(日)　休館日：木・金曜日

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

〈申込受付〉第3回 豊平館サロンコンサート ゆったりまったり
【受付期間】11月18日(木)～12月17日(金)

無料　※先着40名、定員になり次第受付は終了します。
【開催日】12月17日(金)　開演19:00　開場18:00

札幌市豊平館

011-211-1951
中央区中島公園1-20

北海道教育大学岩見沢校　油彩画研究室小品展「それぞれの小窓4」
12月8日(水)～12月13日(月)

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　【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

【道民カレッジ連携講座】しめ飾りづくりと凧づくり体験教室
12月11日(土)

大人1200円　子ども500円
10:00～14:30　※現地集合 9:50集合、現地解散

定員 20名 保護者の方も一緒に参加ください ※定員になり次第締切、子どもだけの参加は不可

北海道開拓の村　旧札幌停車場第2ホール
厚別区厚別町小野幌50-1

011-271-4220

SAPPORO CITY JAZZ 2021　ジャズライブラリー
11月25日(木)～12月7日(火)

無料
平日 9:00～21:00　土日 10:00～18:00

札幌市図書・情報館 1F 展示エリア

011-592-4125
中央区北1条西1丁目　さっぽろ創世スクエア

朗読とハープ～祈りと希望の詩をフィギュアスケート・メロディーにのせて
①現地開催　11月30日（火）②アーカイブ配信　12月1日(水)19:00～12月15日(水)20:30

①1000円　定員150名　②配信チケット1000円　申込方法については（https://teket.jp/480/7347）をご確認ください
①開演19:00　開場18:30

090-8707-2688

時計台ホール（中央区北1条西2丁目 札幌市時計台内 2階）

第五回シューマニアーデ「シューマンとベートーヴェン」
12月2日(木)

2000円
開演19:00　開場18:15

ザ・ルーテルホール

080-1887-1123
中央区大通西6丁目3-1

SAPPORO CITY JAZZ 2021　生音 JAZZ CAFE  Winter Vision 『光と音の雪景色』
12月2日（木）

1000円　※未就学児入場不可
開演18:00　開場17:30

札幌市民交流プラザ　1階　SCARTSコート

011-592-4125
中央区北1条西1丁目　さっぽろ創世スクエア

SAPPORO CITY JAZZ 2021　LUNCH TIME CONCERT
12月2日(木)、3日(金)、5日(日)、6日(月)

無料 ※事前のお申込みが必要です。11月29日(月)17:00まで。 ※未就学児の入場はご遠慮ください
開演12:20　開場11:50

札幌市民交流プラザ 1F SCARTSコート

011-592-4125

中央区北1条西1丁目　さっぽろ創世スクエア

【SAPPORO CITY JAZZ 2021 THEATER JAZZ LIVE】 fox capture plan Special guest 青木カレン
12月4日(土)
開演12:30　開場11:45
カウンター席（1名用）：前売7000円、当日7500円　※未就学児の入場はご遠慮ください

札幌文化芸術劇場hitaru
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

011-592-4125

【SAPPORO CITY JAZZ 2021 THEATER JAZZ LIVE】 村上ゆき
12月5日(日)
開演19:00　開場18:15　※未就学児の入場はご遠慮ください
デュオ席（2名用）：前売13000円　プレミアムデュオ席（2名用）：前売15000円　カウンター席（1名用）：前売7000円 ※当日券は全て500円増

011-592-4125

【SAPPORO CITY JAZZ 2021 THEATER JAZZ LIVE】ジミーオールスターズ
12月7日(火)

デュオ席（2名用）：前売13000円　プレミアムデュオ席（2名用）：前売15000円 ※当日券は全て500円増

札幌文化芸術劇場hitaru
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

011-592-4125

紺野 愛 定期ライブ「アトリエ 小さな部屋 vol.14」
12月4日 (土)

料金 2000円　定員10名（予約優先）
開演 18:30　開場 18:15

多目的喫茶店アイビィ

090-1645-8392
中央区北1条西18丁目 市田ビル2F

Trio Neue Bahnen 1st Concert（トリオ・ノイエ・バーネン　ファーストコンサート）
12月5日(日)

一般2000円　学生1000円
開演19:00　開場18:30

ザ・ルーテルホール

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

MN・PO声楽発表会
12月5日(日)

1000円
開演18:20　開場18:00

時計台ホール

090-2076-7010
中央区北1条西2丁目　札幌市時計台内　2階

SAPPORO CITY JAZZ 2021　Jamming X’mas！
12月6日(月)

1000円※未就学児の入場はお断りいたします
開演18:00　開場17:30

札幌市民交流プラザ 1F SCARTSコート

011-592-4125
中央区北1条西1丁目　さっぽろ創世スクエア

きのとやサロンコンサートvol.70
12月7日(火)

2500円　各回定員20名　定員になり次第終了
午前の部：開演11:00 開場10:30　午後の部：開演14:00 開場13:30

琴似会館（西区琴似4条2丁目6-40）

011-640-3330

令和3年度 北海道教育大学岩見沢校 芸術スポーツ文化学科 音楽文化専攻 定期演奏会
12月8日(水)

1000円 ※小学生以下無料　3歳以上入場可
開演18:00　開場17:15

札幌コンサートホール　Kitara 大ホール

080-1868-2854
中央区中島公園1-15

新進演奏家育成プロジェクトリサイタル・シリーズSAPPORO22　福井 遥香 クラリネット・リサイタル
12月10日(金)

2500円(全席指定) ※未就学児の同伴・入場はご遠慮ください
開演19:00　開場18:00

札幌コンサートホール　Kitara小ホール

03-3539-5131
中央区中島公園1-15

中世古楽のクリスマス　A Medieval Christmas
12月11日(土)

前売 2500円　当日3000円　学生1500円　小学生以下無料　定員40名
開演15:00 開場14:30

札幌豊平教会

080-3395-7020

豊平区豊平6条3丁目5-15

令和三年度北海道大学邦楽研究会定期演奏会
12月11日(土)

無料
開演13:30　開場13:00

札幌市教育文化会館

hokudaihouken@gmail.com
中央区北1条西13丁目

WINTER CONCERT
12月11日（土）

無料　定員100名（当日先着順）
開演14:00　開場13:30

札幌市民ギャラリー　1階 第1展示室

011-271-5471
中央区南2条東6丁目

札響の第９in kitara
12月11日（土）～12月12日（日）

※U25割は1996年以降生まれを対象とします。ご購入ご来場時に生年証明書をご持参ください。・未就学児の入場はご遠慮ください。
11日（土） 開演17:00 開場16:00　12日（日） 開演13:00 開場12:00 S席6500円　A席5000円　B席3500円　U25割（A・B席）1500円

札幌コンサートホール Kitara 大ホール（中央区中島公園1-15）

011-520-1771

Fusion of Music vol.4
12月12日（日）

一般 3000円　中高生 1800円　小学生以下 1200円
開演13:30　開場13:00

札幌市教育文化会館 小ホール

fusion.of.music12＠gmail.com
中央区北1条西13丁目

札幌ジュネス室内合奏団ウィンターコンサート
12月12日（日）

無料
開演13:30　開場13:00

札幌市民交流プラザ　1階SCARTSコート

sapporo.jeunes@gmail.com
中央区北1条西1丁目

札幌コンセルヴァトワール　入賞記念コンサート
12月12日（日）

各部1000円（入替制）
【第一部】開演14:30　開場14:00　【第二部】開演17:30　開場17:00

ふきのとうホール（中央区北4条西6丁目3-3 六花亭札幌本店6F）

011-822-6984

〈申込受付〉短編小説朗読会
【受付期間】11月14日(日)～12月25日(土)

無料　定員10名
【開催日】12月25日(土)　開演17:20　開場17:00

札幌市豊平館　1階フヨウの間

090-2873-4018
中央区中島公園1-20

ゆら　ひかりとことばのあそび
12月1日(水)～12月19日(日)

喫茶店内での展示のため、ワンオーダーをお願いします
土～水曜日：11:00～20:00　ラストオーダーL.O.19:00　木・金曜日：11:30～15:00　定休日：不定休（ツイッターにて告知）

喫茶こん（東区北21条東1丁目3-1）

fufufuzin@yahoo.co.jp

第10回 ニッコールクラブ 札幌中央支部 写真展
12月3日（金）～12月8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

音夢の会 朗読会
12月2日(木)

1200円　定員先着50名　※障がいをお持ちの方は受付でのお申出により半額とさせていただきます。
開演14:00　開場13:30

渡辺淳一文学館

011-685-1362

中央区南12条西6丁目414

【Dance Exhibition Sapporo 2021】音楽と踊り「拮抗JAM」
12月3日(金)

前売：3000円　23歳以下：前売1500円　※要年齢確認　膝の上のお子様は無料
開演19:30　開場19:00

生活支援型文化施設コンカリーニョ

080-5591-0098
西区八軒1条西1丁目2-10 ザ・タワープレイス1階

【Dance Exhibition Sapporo 2021】Hal Tanaka極北会舞踏公演「冒涜の八月」
12月4日(土)

前売：3000円　23歳以下：前売1500円　※要年齢確認　膝の上のお子様は無料
【昼】開演14:00 開場13:30　【夜】開演18:00 開場17:30

生活支援型文化施設コンカリーニョ

080-5591-0098
西区八軒1条西1丁目2-10 ザ・タワープレイス1階

【Dance Exhibition Sapporo 2021】.C 公演「ディスコミュニケーション・ディスコ」
12月5日(日)

前売：3000円　23歳以下：前売1500円　※要年齢確認　膝の上のお子様は無料
【昼】開演14:00 開場13:30　【夜】開演18:00 開場17:30

生活支援型文化施設コンカリーニョ

080-5591-0098
西区八軒1条西1丁目2-10 ザ・タワープレイス1階

第26期特別記念展　西の鉄斎、東の晴湖展
2021年12月7日(火)～2022年3月31日(木)　休館日：月曜日、年末年始（12月20日（月）～1月10日（月・祝））

300円　大学生以下無料
10:00～17:00（入館は16:30まで）

011-552-2100
小原道城書道美術館（中央区北2条西2丁目 札幌2・2ビル2階）

《群青企画》　3人のリレー形式による小会議室での半日・写真個展
12月4日(土)

無料
13:00～17:30

北海道立道民活動センター かでる2・7　8階交流コーナー

090-2873-2250
中央区北2条西7丁目

《書家》最倖庵  池田守展「LIFE : Live」
2021年12月2日(木)～2022年1月10日(月・祝)

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。）年末年始の営業時間の詳細はHPをご確認くださいhttp://www.cafe-esquisse.net/gallery/next.php
12:30～22:00（日祝～21:00） ※1グループ4人まで ※LO.時に来客不在の際は21:00（日祝～20:00）で閉店　定休日：毎週水曜日 ※12月14日(火)は臨時休業

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

011-615-2334

第16回北海道小・中・高生短歌コンテスト
2021年12月4日(土)～2022年1月16日(日)

無料
9:30～17:00　入場は16:30まで　休館日：月曜日（ただし、月曜日が祝日等の場合は開館）、年末年始(12月29日～1月3日)、1月11日（火）

北海道立文学館 ロビー（中央区中島公園1-4）

011-511-7655

ぐらんぱ＆ぱぺグ　人形劇「たいへんだぁ」「おー！うんこ」ブラックパネルシアター「森のクリスマス」
12月4日(土)～12月5日(日)

3歳以上400円　各回定員45名
12月4日(土) 14:00～15:00　12月5日(日) 11:00～12:00

札幌市子ども人形劇場こぐま座
中央区中島公園1-1

011-512-6886

劇団Kiss’s児童劇「天使が舞い降りた夜」
12月4日(土)～12月5日(日)

こども(5歳～中学生)1200円（前売1000円）、大人1800円（前売1500円）各回定員100名
①12月4日(土)開演15:00 開場14:30 ②開演18:30 開場18:00　②12月5日(日)開演11:00 開場10:30 ②開演14:00 開場13:30

札幌市子どもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）

090-2695-8093

第24回　親子のための絵本のよみきかせ会
12月4日(土)

無料　※定員：親子10組（先着順）
受付：11月11日(木)8:45から開始　10：30～11：30

札幌市社会福祉総合センター4階　視聴覚兼会議室

011-614-2001
中央区大通西19丁目1-1

札幌国際大学心理相談研究所公開講座 第10回朗読の集い
12月4日(土)

無料　定員50人予定　申込締切12月1日（水）
開演13:30　開場13:00

札幌国際大学　総合情報館地下シアター

011-881-6480

清田区清田4条1丁目4-1

北海道寄席　第17回札幌福北寄席立川幸之進・笑福亭希光二人会 from芸協カデンツァ
12月10日(金)

前売 2500円　当日2800円
開場18:30　開演19:00

時計台ホール

03-5909-3080
中央区北1条西2丁目札幌市時計台内

劇団清水企画第22回公演『だれば箱づめの亡者』
12月10日(金)～12月12日(日)

一般 2800円　学生 1500円　高校生以下 500円※未就学児の入場はご遠慮ください。※学生、高校生以下の方は学生証をご提示ください。
10日(金)19:00　11日(土)①15:00 ②19:00　12日(日)①11:00 ②15:00　※開場は開演の30分前

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

古今亭菊志ん・菊太楼・文菊 三兄弟の悪だくみin札幌
12月11日(土)

前売2800円　当日3000円　※未就学児の入場はご遠慮ください。
開場18:00　開演18:30

ザ・ルーテルホール

090-8272-0397
中央区大通西6丁目3-1

柳家三之助落語独演会　三之助をみたかい？in札幌　Vol.73
12月11日(土)

前売2500円　当日3000円
開演19:00　開場18:30

札幌エルプラザ　4F大研修室

011-511-6777
北区北8条西3丁目

音羽流日本舞踊公演　第3回壽菊の会
12月12日(日)

3000円
開演14:00　開場13:30

札幌市教育文化会館　大ホール

090-3115-3266
中央区北１条西13丁目

市内周遊バス「さっぽろキラキララリーバス」
12月4日(土)～12日26日(日)
15:00～22:00※毎週木曜日は運休　ルート、料金、時刻表等詳細はHPをご確認下さい
https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/r3sapporo_kirakira_bus.html

011-271-7024

札幌市立大学・道総研　共同セミナー「知活ゼミナール2021」
2021年10月25日(月)～2022年1月31日(月)

無料
会期中YouTube配信

オンライン開催となります

011-592-2346

kuraché（クラシェ）2021.12「ありがとうをつめ込んで」
12月1日（水）～12月10日（金）

無料
10:30～18:30

札幌駅前通地下歩行空間（チ･カ･ホ）出口7と9の間

011-232-3661
中央区北1条西3丁目

北海道の暖房器具の変遷
12月3日(金)

無料
開講18:00　開場17:30

札幌市豊平館　広間

011-211-1951
中央区中島公園1-20

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン「緋色の捜査網からの脱出」
2021年12月10日(金)～2022年1月10日(月・祝)

前売：一般3300円、学生3000円、グループチケット（1～6人テーブル貸切）：19200円　当日：一般3600円、学生3300円、グループチケット（1～6人テーブル貸切）：21000円
開催時間など詳しくは公式HPをご確認くださいhttps://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/conan8.html

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）

011-522-8777

茶と茶菓子
12月11日(土)

無料
10:00～15:00

札幌市民交流プラザ　1階SCARTSモール

chato.chagashi@gmail.com
中央区北1条西1丁目

北海道国際協力フェスタ2021オンライン　世界をあきらめない。～学ぶべ！しゃべるべ！つなげるべ！～
12月4日(土)～12月5日(日)　オンラインストア12月4日(土)～12月11日(土)

無料　オンライン開催となります
日程、プログラム詳細はHPをご確認くださいhttps://festa.hk-ngo.net/　

011-211-5028

SAPPORO保育園ミーティング2021年12月
12日12(日)

無料
開講13:00　開場12:30

ニューオータニイン札幌　2階鶴の間

011-562-0101
中央区北2条西1丁目1

〈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

コダーイ・メソッド体験セミナーVol.12
【受付期間】2021年10月5日(火)～2022年1月23日(日)

一般2000円　学生1500円
【開催日】2022年1月23日(日)13:30～16:30

札幌市資料館　2階研修室

sapporomco@gmail.com
中央区大通西13丁目

〈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

〈申込受付〉第73回 アサヒ北海道写真展公募
【受付期間】11月1日(月)～12月10日(金)必着
【写真展】2022年4月13日(水)～17日(日)
【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。

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）

011-231-5023

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

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

特別展「小説挿絵の魅力ー文芸作品に伴走して」
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）

Group18%GRAY　第13回写真展「ひかりと遊ぶ」Vol.9
11月26日(金)～12月1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

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～」
11月30日(火)～12月6日(月)

無料
9:00～17:00 ※最終日は15:00まで

北海道立道民活動センター かでる2・7　1階展示ホール

011-522-5167
中央区北2条西7丁目

書
道
・
文
学
・
写
真

〈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

〈申込受付〉2022年度 道銀芸術文化助成事業募集
【受付期間】10月25日(月)～12月25日(土)　当日消印有効

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
・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。

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）

011-233-1029

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12日(金)～12月5日(日) 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）

011-522-8777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/
【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

予約
申込

〈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)　当日消印有効

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
【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)

011-218-7811

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

〈申込受付〉札幌コンサートホール第11回演奏会付き防災訓練
【受付期間】11月19日(金)～12月10日(金)

無料　全席指定　定員800名　申し込み方法等詳細はHPをご確認ください https://www.kitara-sapporo.or.jp/event/event_detail.php?num=4464
【開催日】2022年1月26日(水)　開演14:00　開場13:30

札幌コンサートホールKitara大ホール

011-520-2000

中央区中島公園1番15号
予約
申込

こしらの集い
11月30日(火)

2500円　メールにて申し込みください①お名前（複数の場合、参加者全員） ②住所 ③電話番号 ④枚数 ⑤こしら師匠に質問（あれば）
開演19：00　開場18:00

サンピアザ劇場

usiwajamaru@gmail.coｍ

厚別区厚別中央2条5丁目7-2
予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

予約
申込

日常生活を営む上での
基本的生活様式を実践しましょう

札幌市感染症対策室

感染者数が限定的になった場合でも、再度感染
が拡大する可能性があることから、長期的な感
染予防の取り組みとして、暮らしの中で実践し
ていきましょう。

書
道
・
文
学
・
写
真

予約
申込

札幌文化芸術劇場hitaru
中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

開演19:00　開場18:15　※未就学児の入場はご遠慮ください
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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〉

JULMÄSSA
11月21日(日)～12月25日(土)　休館日：火曜日

無料
10:00～16:00　※11月中は16:30まで

一般財団法人スウェーデン交流センター

0133-26-2360
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ2329番地25

笹谷正博個展『画家くんの世界へようこそ』
11月24日(水)～12月10日(金)　休館日：土、日曜日

無料
10:00～18:00 ※最終日は17:00まで

NANAKAHARA 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

「刻をつなぐ」中嶋詩子 版画展　
11月24日(水)～11月29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　【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

中村まり子小品展「萌えるふくらみ」
12月1日(水)～12月6日(月)

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　【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

第11回年忘れ名画展
パートⅠ：12月1日(水)～12月13日(月)　パートⅡ：12月15日(水)～12月27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　【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

 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
中央区北5条西2丁目

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 札幌2・2ビル2階

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

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

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
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

中央区宮の森4条12丁目
本郷新記念札幌彫刻美術館本館

〈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

無料　※詳細は公式HPをご覧ください。（https://kouboten.wixsite.com/maruten）
【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

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

 011-271-5471

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

四人展 「明日への歩み」
10月18日(月)～12月17日(金) 休館日：土・日・祝日

無料
9:00～17:00 ※最終日は16:00まで

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)

011-842-9584
豊平区豊平6条6丁目5番8号

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)

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
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

北一ヴェネツィア美術館（小樽市堺町5-27）

0134-33-1717

札幌美術展　佐藤　武
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）

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）

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

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)
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

詳しくはHPをご確認ください。https://www.hokubu-kinen.or.jp/

HOKUBU記念絵画館（豊平区旭町1丁目1-36）

011-822-0306

北都館　名画の小部屋　Vol.113　斉藤和志-crossover-
11月1日(月)～11月29日(月)

無料　※カフェのため、ワンオーダーをお願いします。
【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

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

北海道博物館　第18回企画テーマ展　アイヌのくらし
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
厚別区厚別町小野幌53-2
北海道博物館2階 特別展示室

YOSHINOBU IZUMA EXHIBITION 2021 NO.2 SILVER ART2
11月2日(火)～11月30日(火) 休館日：土・日・祝日

無料
11:00～19:00最終日は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条西4丁目札幌グランドホテル1階ロビー内

予約
申込

山北ユカコ　アイヌ刺繍作品展　かたちとせんとゆらぎ
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

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。）
12:30～21:00　※1グループ4人まで CAFE ESQUISSE（中央区北1条西23丁目1-1 メゾンドブーケ円山1F）

011-615-2334

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

無料
①salon cojica（北区北23条西8丁目3-33 coneco bld. 1F）

011-700-0700

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

無料
②KINBI nicojica（中央区北1条西17丁目 北海道立近代美術館2階）

011-820-2140

第16回札幌国際短編映画祭
【オンライン上映会】11月12日(金)～12月5日(日)

オンライン上映会：2800円　詳細はHPをご確認ください。https://sapporoshortfest.jp/

札幌市民交流プラザ 3階　クリエイティブスタジオ
中央区北1条西1丁目

 011-817-8924

予約
申込

志摩利希作品展ー夢のシッポー
11月17日(水) ～ 11月29日(月)　休館日：毎週火曜日、11月23日（火・祝）

無料
13:00～19:00※最終日は17:00まで

011-813-0515
ギャラリー犬養（豊平区豊平3条1丁目1-12）

富野由悠季の世界　～ガンダム、イデオン、そして今
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

一般1500円、高大生1000円、小中学生700円 ※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）
9:30～17:00　※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）

コレクション・ストーリーズ　ヨーロッパの版画
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

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
9:30～17:00※入場は16:30まで

011-644-6881

北海道立近代美術館 展示室A（中央区北1条西17丁目）

花月　藤村眞由美　陶展
11月26日(金)～11月30日(火)

無料
10:00～17:00　※最終日は15:00まで

STUDIO Kamokamo

011-584-0025
南区真駒内幸町1-1-15

the sky above : 再訪
11月27日(土) ～ 12月5日(日)　定休日：毎週月曜日

無料
12:00～19:00

れんがギャラリー

dna@jazz.odn.ne.jp
中央区南10条西9丁目1-30

HOLIDAY  ILLUSTRATION EXHIBITION MAYUKA
11月27日(土)～12月6日(月)

無料
12:00～19:00 ※初日は15:00から　最終日は17:00まで

space1-15

instagram@mayuka.me
中央区南1条西15丁目1-319 シャトールレーヴ307

獅子原和子個展「怪物よ、なぜ生きる」
11月2日(火)～11月30日(火)　定休日：毎週日、月曜日

BARのため飲食のご注文をお願いいたします。
20:00～25:00　※11月27日(土)のみ13:00～17:00まで

BAR＆GALLERY　卍

 011-839-0461
中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F


