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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〉

「From Amazon to Olympic」Barim(韓国光州）とさっぽろ天神山アートスタジオの交換プログラム成果報告展覧会
12月10日(金)～12月28日(火)　休館日：毎週月曜日

無料
10:00～20:00

さっぽろ天神山アートスタジオ

011-820-2140
豊平区平岸2条17丁目1-80（天神山緑地内）

北海道の福祉とアートVol. 6　ゆく年くる年　菊地政司と剣渕西原学園
2021年12月15日(水)～2022年1月21日(金)　※休館日：土・日・祝日、年末年始12月27日(月)～1月7日(金)

無料
10:00～18:00　※最終日は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

<作品募集>Bunkazai Design Contest 2021
2021年12月17日（金）～2022年2月15日（火）17:00必着

無料 応募方法等詳細はHPをご確認ください（https://www.koubo.co.jp/contest/design/package/119659.html）
※応募先　NPO法人北海道遺産協議会（中央区大通東2丁目3-1　第36桂和ビル7F）

info@hokkaidoisan.org

ディズニー キャッツ＆ドッグス展
2022年1月2日（日）～2022年1月23日（日）

【前売券】 一般800円、高校・中学生600円 【当日券】 一般1000円、高校・中学生800円　※小学生以下無料（お子さまの安全の為、小学生以下の方は保護者のご同伴でご入場ください）
10:00～19:00　※1月2日(日)は9:00開場 ※入場は終了の30分前まで ※最終日は17:00終了

札幌三越　本館10階 催事場（中央区南1条西3丁目8）
障がい者手帳（ご本人様1名＋ご同伴1名様に限り入場無料）をお持ちのお客様は入場無料となります。

011-271-3311

第10回 新春日本画展 2022
【part1】2022年1月4日(火)～1月10日(月) 【part2】2022年1月12日(水)～1月17日(月)　定休日：毎週火曜日[1月4日(火)は営業]

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】AM10:00～22:00　【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

仲浩克油彩画展
2022年1月4日(火)～2022年1月31日(月)　休館日：土・日・祝日

無料
9:00～12:30　13:30～15:00

北陸銀行 西岡支店

011-853-9161
豊平区西岡3条5丁目5-8

名画の小部屋　版画　あ・ら・かると
2022年1月4日(火)～2022年1月31日(月)　休館日:毎週火曜日[1月4日(火)は営業]

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

2022卍干支展　「寅・tiger・虎」　
2022年1月5日(水)～2022年1月29日(土)　定休日：毎週日曜、月曜日

BARのため飲食のご注文をお願い致します。　
20:00～25:00

011-839-0461
BAR＆GALLERY　卍（中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F）

朔ナチ子×朧夜千洋 二人展～公開制作という名のライブペイント～　謝意奉誕
2022年1月6日（木）～2022年1月11日（火）

無料
6日10:00～19:00　7日～10日15:00～20:00　11日10:00～16:00

アートスペース201　6階A室

nachikosan25@gmail.com
中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル

冬休み造形教室「子どもとおとなのデッサン教室」
2022年1月7日（金）、8日（土）

大人1500円　小・中学生 1200円(材料費込み)　対象・定員：小学校4年生から大人（個人参加も可能）・小・中学生10名、大人5名（要申し込み、先着順）
10:00～12:30 お申込み：2021年12月22日（水）より電話にて受付・先着順／定員になり次第締切

011-642-5709

本郷新記念札幌彫刻美術館　記念館（中央区宮の森4条12丁目）

スクリーンでジブリ映画を。『風の谷のナウシカ』『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』
2022年1月8日（土）～2022年1月9日（日）

 【前売1作品】一般：1200円、高校生以下：800円 【当日1作品】一般：1500円、60歳以上・25歳以下：1300円、高校生以下1000円　医療従事者・医療系学生限定「ありがとう割」 1000円
完全入替制／開場約40分前を予定　各作品の上映時間帯に関してはHPをご確認くださいhttp://cinemaichibariki.com

共済ホール（中央区北4条西1丁目1）

090-8900-6699

AKARI：無重力のパラレル
2022年1月8日（土）～2022年3月6日（日）　※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）

無料
9:00～17:00

011-790-1231
モエレ沼公園 ガラスのピラミッド2Fスペース2（東区モエレ沼公園1-1）

田村由美子のうつわ展
2022年1月13日（木）～2022年1月17日（月）　※休館日：毎週火曜日・水曜日

無料
10:00～18:00（作家在廊17:00まで）

011-552-7474
陶遊（中央区南12条22丁目1-1コバヤシビル1F）

土田倫子 作品展「積もる雪は自然世界の毛布」
2022年1月15日（土）～2022年1月30日（日）　※休館日：毎週火曜日

無料
11:00～18:00（最終日は17:00まで）

011-562-7762
GALLERY創（中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ）

冬休み　子ども映画会　「ふしぎの国のアリス」
2022年1月15日（土）

無料
開演10:30　開場10:15

札幌市民ギャラリー　2階　第5展示室

011-271-5471
中央区南2条東6丁目

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（教室）：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、オンライン聴講コース定員無し （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

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（祝日等の場合は開館し、翌日休館）、年末年始12月29日(水)～1月3日(月)、1月11日(火)
10:00～17:00　入館は16:30まで
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）

〈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）
【施設展示】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

Asumi Asama 浅間あす未　solo　Exhibition
2021年11月17日(水)～2022年1月17日(月)

無料
8:00～20:00　ラストオーダー19:30

asumi.tsuru@gmail.com
中央区大通西18丁目1
POP / iN

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（祝日等の場合は開館し、翌日休館）、年末年始休館日12月29日(水)～1月3日(月)、1月11日(火)

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）

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（最終入場は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

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(月・祝)は開館、1月11日(火)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）

【近美コレクション】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）

高嶺格「歓迎されざる者～北海道バージョン」記録映像　期間限定公開
配信期間：2021年11月26日(金)10:00～2022年1月31日(月)17:00まで

無料　詳細はHPをご確認くださいhttps://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=2118
10:00～16:00

011-271-1955

オンライン開催

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

谷掛幸恵個展「回帰」
12月14日(火)～12月28日(火)　休館日：日、月曜日

当店はBARのため飲食のご注文をお願いしております。
20:00～25:00

BAR＆GALLERY　卍

011-839-0461
中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F

道銀文化財団 企画展■CUBE■2021　椎名澄子・小さいうた
2021年12月14日(火)～2022年1月15日(土)　休館日:12月31日(金)～1月3日(月)

無料
7:00～20:00　最終日は15:00まで

011-233-1029

らいらっく・ぎゃらりい
中央区大通西4丁目1番地　北海道銀行本店ビル1F

三岸が愛した札幌　
2021年12月17日(金)～2022年4月10日(日)　休館日：毎週月曜日(1月10日、3月21日をのぞく)、月曜が祝日の場合は翌火曜(1月11日、3月22日)、年末年始(12月29日～1月3日)展示替等休館(2月15日～2月18日、3月31日～4月3日)

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

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館　展示室1～3（中央区北2条西15丁目）

mima-no-me #みまのめ〈VOL.7〉
2021年12月17日(金)～2022年3月30日(水)　休館日：毎週月曜日(1月10日、3月21日をのぞく)、年末年始(12月29日～1月3日)、1月11日(火)、 2月15日(火)～18日(金)、3月22日(火)

一般510(420)円、高大生250(170)円　※（ ）内は10名以上の団体料金 ※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。 ※高校生は土曜日並びに学校の活動での利用は無料。
9:30～17:00　入場は16:30まで

011-621-7000

北海道立三岸好太郎美術館 アートギャラリー北海道 2F展示室（中央区北2条西15丁目）

予約
申込
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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12月22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。
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アントニオ・カルダーラ生誕350年記念コンサート in Sapporo
12月27日（月）

前売3500円 当日4000円 　大学生以下：前売当日2000円
【昼の部】開演14:30 開場13:45 【夜の部】開演19:00 開場18:15

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

HTBジルベスターコンサート 2021
12月31日（金）

全席指定　プラチナ席/10000円　SS席/7000円　S席/6000円　A席/5000円（中学生以下500円）※未就学児入場不可
開演18:30　開場17:30　

札幌文化芸術劇場 hitaru

011-211-1463

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

渡辺淳一文学館　グランドピアノのサブスク2022
2022年1月4日(火)～2022年3月31日(木)　※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）、年末年始12月28日(火)～1月3日(月)

22000円／月　各月1日～月末日まで利用案内の詳細はHPをご確認下さい。http://watanabe-museum.com/news/20201022/20201022.html
10:00～17:00　（毎日1回、1時間まで）

011-551-1282

渡辺淳一文学館（中央区南12条西6丁目414）

ザ・ルーテルホール　第13回　ミュージック・トゥモローamabile☆Les Etoiles 16.
2022年1月6日（木）

全席指定　一般2000円　高校生以下1000円　【昼夜】通し券3500円　高校生以下1500円
【昼公演】開演13:30 開場13:00 【夜公演】開演18:30 開場18:00

ザ・ルーテルホール（札幌）

090-7832-4960
中央区大通西6丁目3-1（南仲通り・日本ルーテル教団札幌ルーテルセンタービル）

kitaraのニューイヤー　オーケストラと声の競演―凛 し々く、薫り高く。
2022年1月8日(土)　開演15:00　開場14:15

※U25は1996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 4500円　A 3500円　B 2500円  
全席指定　S 5500円　A 4500円　B 3500円　U25※（各席）1500円 ペアS 10000円　ペアA 8000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）

011-520-2000

第13回Sound Space クラシックコンサート ヴァイオリンとピアノの奏
2022年1月9日（日）

前売 2800円　当日 3300円  
開演16:00　開場15:30

渡辺淳一文学館

090-8633-5070
中央区南12条西6丁目414

サッポロシンフォニックバンド 第49回定期演奏会 “吹奏楽の夕べ” ～Return～
2022年1月10日（月・祝）　開演13:30　開場12:45

※未就学児入場可（無料） ※A席（当日座席指定）は座席の選択不可 (当日券販売は無し) ※車椅子席ご希望の方はお手数ですがお問い合わせください。
S席（事前座席指定） 一般1200円 小中高生800円　A席（当日座席指定）一般1000円 小中高生600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）

011-765-2230

ウインド・オーケストラ・イデア第1回定期演奏会「コスモ・ミュージック」
2022年1月15日（土）

全席自由1000円
開演18:00　開場17:00

札幌コンサートホールKitara　大ホール

080-8297-2772
中央区中島公園1-15

ユースジャムセッション札幌ジャズアンビシャス第5回定期演奏会
2022年1月15日（土）～2022年1月16日（日）

 一般2500円、高校・大学生、身障者2000円、小・中学生1500円 ※当日券は全て500円増 ※未就学児は保護者膝上に限り無料。（座席使用時小・中学生料金）。
【15日・16日昼公演】 開演13:30 開場13:00　【15日夜公演】 開演19:00 開場18:30

札幌市教育文化会館 小ホール（中央区北1条西13丁目）

011-592-4125

WISTERIA HALL PREMIUM CLASSIC 13th ～ピアノ三重奏～
2022年1月16日（日）

【前売券】一般 2000円　U25 1000円 【当日券】一般 2500円　U25 1500円 
開演14:00　開場13:30

ウィステリアホール（中央区南1条西14丁目291-81　ウィステリア南1条ビル地下1F）

011-281-1001
※当日券発売についてはホームページ内（https://www.msnw-wishall.jp/）でご案内いたします。

本田亮写真展 「紅葉アート写真 ～命を授かった木の葉たち～」
2022年1月7日（金）～2022年1月12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24回アイヌ語地名研究大会
2022年1月9日（日）～2022年1月10日（月・祝）

500円
8:50～16:30

北海道立道民活動センター かでる2・7　820研修室

011-299-6834
中央区北2条西7丁目

2021富士フィルム営業写真コンテスト入賞作品発表展
2022年1月14日（金）～2022年1月19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

Audio Photo Cinema「廃墟に乞う」
現地公演2021年12月27日(月)～2021年12月28日(火)　オンライン2021年12月28日(火)11:00～2022年1月28日(金)11:00まで

（全席指定）3900円 ※配信チケット：1900円
27日(月)【一般公演】 開演18:00 開場17:30 　28日(火) 【会員限定】開演14:00 開場13:30（貸切） 【一般公演】 開演18:00 開場17:30 オンライン配信は期間内いつでも視聴可能

札幌市民交流プラザ クリエイティブスタジオ（中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内）

info@lib-posse.com

音夢の会 朗読会
2022年1月6日（木）

1200円【先着50名】　障がいのある方は受付での申し出で半額になります。
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

劇団ひまわり札幌　みずとめ座　第4回公演　『いつだって今だもん』
2022年1月7日（金）～2022年1月10日（月・祝）

一般：1000円　U23：500円　※U23チケット（身分証の提示必要）
1月7日(金)　開演18:30　1月8日(土)　開演14:00、18:00　1月9日(日)　開演14:00、18:00　1月10日(月)　開演11:00 ※開場は開演20分前

アトリエひまわり（中央区北4条西5丁目1アスティ45-1階）

011-210-7000

札幌座「背中から四十分　道北オロロン街道編 」
2022年1月7日（金）～2022年1月12日（水）

一般：3500円 学生：1800円 高校生以下：1000円 ※未就学児入場不可・学生の方は当日学生証提示
公演日程の詳細はHPをご確認ください。http://www.h-paf.ne.jp/zoo/program-index/?program_id=2610

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）

011-520-0710

綾部舎企画 presents　音・語り2021
2022年1月8日（土）～2022年1月9日（日）

1500円
1月8日(土) 15:00　1月9日(日) 11:00　14:30　※開場は開演30分前

札幌市資料館　研修室

kazaguruma68@mcn.ne.jp
中央区大通西13丁目

The Happy Prince ～幸福の王子～
2022年1月12日（水）

大人 3000円　中学生以下 1000円 (昼公演のみ保護者同伴の未就学児は大人1名様につき1名様無料）
【昼の部】開演14:00 開場13:30 【夜の部】開演19:00開場18:30

渡辺淳一文学館　B1講義室

atsuki.koide@gmail.com

中央区南12条西6丁目414

えほんで日本の伝統をたのしもう！「日本茶」
2022年1月12日（水）～2022年1月13日（木）

参加費 1家族 500円（各日先着14組　お申し込みはHPをご確認ください。https://kishi-harue.com/2021/12/02/えほんで日本の伝統をたのしもう「日本茶」2022/）
14:00～15:30

エルプラザ（札幌市男女共同参画センター）調理実習室

090-9517-0709

北区北8条西3丁目

hitaruのひととき～VR能 攻殻機動隊～
2022年1月15日（土）

全席指定 S席：3000円 A席：2000円 U25(各席)：1500円  ※U25：1996年以降にお生まれの方であれば学生に限らずご購入いただけます。※未就学児入場不可
【午前の部】 開演11:00 開場10:00　【午後の部】開演16:00 開場15:00

札幌文化芸術劇場 hitaru 劇場（中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ）

011-271-1950

トロピカル～ジュ！プリキュア ドリームステージ♪
2022年1月16日（日）

全席指定　4000円 ※2歳以下無料。（座席使用時有料） ※小学生以下のお子様は保護者同伴でご入場下さい。
【1回目】 開演9:45　開場 9:00　 【2回目】開演 12:45　開場 12:00　 【3回目】開演 15:45　開場 15:00

カナモトホール[札幌市民ホール]（中央区北1条西1丁目）

011-218-2255

あなたも風呂敷博士になろう！「全国こども風呂敷学校」
2022年1月8日(土)～2022年1月16日(日)　1月8日・9日・15日・16日 ※一日講座です。連続講座ではございません

500円　対象：小中高生　※筆記用具持参
10:00～11:30（受付9:30）　定員：各回100名

080-6078-2266
札幌市教育文化会館　講堂（中央区北1条西13丁目）

明治のサッポロのアイヌ史を掘る　第4回　樺太アイヌ＝エンチウの「戦後」
2022年1月12日（水）　

一般1500円　会員・オンライン1000円　25歳以下500円　講座のお申込方法はHPをご確認ください。http://sapporoyu.org/
18:45～20:45（オンライン受講可）

さっぽろ自由学校「遊」（愛生舘ビル5F 501A）

011-252-6752

中央区南1条西5丁目8番地

リアル脱出ゲーム×約束のネバーランド「人喰いの森からの脱出」
2022年1月14日(金)～2022年2月27日(日)

料金など詳しくは公式HPをご確認下さい。https://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/neverland_2.html
月水木金 16:30/19:30　 土 10:00/13:00/16:30/19:30 　日祝 10:00/13:00/16:30  ※2月11日(金・祝)のみ19:30回あり

011-522-8777

「冬休み出張教室from職人力展」＆おえかきワークショップ
2022年1月16日（日）

【当日受付（先着順・事前申込不要）】オリジナルカンバッジづくり（定員同時に15名）：大300円、小200円　小皿におえかき（数量限定・定員同時に5名）：500円　マグカップにおえかき（数量限定・定員同時に5名）：700円
【午前の部】10:20～12:30（開場10:00）【午後の部】13:30～15:00（開場13:20）

札幌市民ギャラリー 2階 第5展示室（中央区南2条東6丁目）

011-271-5471

〈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

〈申込受付〉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

予約
申込

予約
申込

読書室よりみちまわりみち　第4回
2022年1月15日（土）

500円　講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=790
14:00～16:00

さっぽろ自由学校「遊」　愛生舘ビル501A

011-252-6752

中央区南1条西5丁目8番地
予約
申込

〈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

《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

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）

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

無料
9:30～17:00　展示室入場は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

予約
申込

新春あつべつ落語会
2022年1月15日(土)

500円　定員100名（先着順）　席の必要なお子様も予約が必要です。
開演14:00　開場13:30

011-894-1581
厚別区厚別中央1条5丁目3-14
札幌市厚別区民センター2階区民ホール 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

さっぽろ圏巡って買って応援キャンペーン
2021年11月22日(月)～2022年2月18日(金)

参加方法の詳細はHPをご確認くださいhttps://renkeichusu.startup-city-sapporo.com/
さっぽろ圏内の3市町村で購入したレシートを投稿すると、さっぽろ圏の特産品・ご当地グッズ詰め合わせ（5000円相当）を抽選で30名様にプレゼント！

対象エリア：さっぽろ連携中枢都市圏内の12市町村

011-210-5488

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

〈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

『人新世の「資本論」』を読む　第4回
2022年1月15日（土）

参加費600円　別途テキスト代1,020円＋税　齋藤幸平著『人新世の「資本論」』（集英社、2020）講座のお申込方法はHPをご確認ください
14:00～16:00

愛生舘サロン（中央区南1条西5丁目 愛生舘ビル6階）

011-252-6752

http://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=809
予約
申込

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

2021年度 札幌遠友夜学校記念館 建設支援＝連続講座＝「森、空気、人を守るサスティナブルな燃料「バイオ炭」」
2022年1月11日（火）

1000円（道民カレッジ生・学生500円） 定員40名
開演13:30　開場13:00

愛生舘サロン

011-577-1441
中央区南1条西5丁目8番地 愛生舘ビル 6階

〈申込受付〉子育ておしゃべり会
2022年2月16日(水) 申込締切2021年12月27日(月)
10:00～11:30
800円　定員10名　ご家庭に乳幼児のいる方

西区宮の沢1条1丁目1-10
札幌市生涯学習センター1階 演劇スタジオ1・2

011-671-2311

予約
申込

もっと知りたい！ちゅうおう クイズラリー
2021年12月11日(土)～2022年3月21日(月・祝)※当日消印有効
無料　中央区内5つのスポットを巡り、クイズに挑戦しながら地域の魅力を再発見しよう！抽選で60名の方にすてきな賞品をプレゼント！
応募方法等詳しくはHPをご確認くださいhttps://www.city.sapporo.jp/chuo/machi/machizukuri/quizrally/event2021.html

札幌市中央区役所（中央区大通西2丁目9）

011-205-3221

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）


