
札幌芸術の森
http: //www.artpark.or.jp

〒005‐0864

札幌市南区芸術の森2丁目75番地

札幌芸術の森美術館

イベントMAP7月号

２０１7

札幌芸術の森夏休みの芸森！夏休みの芸森！

事前予約なしで、いつでも気軽にクラフト体験が

できます。講師のつかない制作体験です。

ふらっとクラフト体験

クラフト
ショップ

( 工芸館 2Ｆ）

ベストポケット

札幌手織　松崎工房

受付時間 : 10 : 00 ～16 : 00( 随時受付 )

参 加 料 : 300円～ 2,000円（陶芸は市外宛送料別途）

7 月24 日発行

　芸術の森美術館には、世界的に最も注目される現代美術のアーティ

ストであり、ターンテーブルなど録音メディアを使った演奏の先駆

者であるクリスチャン・マークレーと、前衛芸術家として1960 年

代から伝説的な活動を展開してきた刀根康尚の作品が展示されます。

　光と闇の存在によって浮かび上がらせるように、彼らは、過去の

時間を蘇らせる手段としてのメディアの機能を問い直しながら、い

ま、ここにしか存在しない感覚の領域へと分け入っていきます。

会　   期：8 月6日(日)～10月1日(日)※7/24 ～ 8/5 までは展示替えのため休館

開館時間 ：9:45～17:30(入館は閉館の３０分まで )

　　　　　※９月以降は17 時まで開館

観 覧  料 : 一般1100円(900円 )/ 高校・大学生600円(500円 )

　　　　　/小・中学生無料※(　)内は20名以上の団体料金

札幌芸術の森美術館・野外美術館・工芸館・有島武郎旧邸・アートホール・
野外ステージ各所で開催！

開館時間 ：9:45～17:30(入館は開館の３０分前まで )

入 観 料 : 無料

クラフト工房

011-592-5111

佐藤忠良記念子どもアトリエ （野外美術館内）

日本を代表する彫刻家、佐藤忠良のブロンズ

彫刻作品を展示しています。また忠良が描い

た絵本や作品集をご覧いただける図書コー

ナーやワークショップ・ルームもあります。

【アトリエのワークショップ】

【札幌手織体験：コースター作り】

日　時：　　7 月 26 日（水）～
　　　　８月２7 日（日）
　　　　9 : 45 ～17: 00( 随時 )

日　時：7 月 26日（水）～８月 27日（日）　①11：00 ～12：00　②13：30 ～ 14：3０

日　時：毎週火曜日～日曜日　10：00 ～ 15：00

※8/4（金）・５（土）は商品入替のため休業

※7/24（月）・31（月）は休業

「パンパステル」はスポンジを使って、お化粧のようにポンポ

ンと色をのせることができます。グラデーションを作って「青

空の海」と「夜空の海」を描いてみよう！

開館時間：9：45 ～ 17：30　
観 覧  料：高校生以上 700 円（団体 630 円）　　

　　　※野外美術館観覧料でご覧いただけます。

パンパステルで描く海
定　員：各回 5 名

対　象：小学生

　　　　( 小学校 3 年生以下は親子で参加 )

参加料：1,000円（材料費込み）

大正2年に建てられた邸宅を、当時の姿そのままに移築

復元しました。屋内には、有島武郎の様々な資料を展示

しています。　※コーヒーコーナーもあります。

有島武郎旧邸

会　　期：4 月 29 日 ( 土･祝 ) ～ 11 月 3 日 ( 金･祝 )
開館時間 :9 :45 ～ 17:30 / 入館料 : 無料

工芸館

札幌で明治から三代にわたり続く工房。手織の実演を間近で見学したり、手

織でコースター作りの体験もできます。

北海道をはじめとした日本全国に工芸作家のアイテムが揃うセレクトショッ

プ。お気に入りを見つけてください！

予約優先
先着順

無料

参加料：300円（材料費込み）

対　象：どなたでも

ねんどで彫刻

○陶芸・絵付け体験

○陶芸・たまつくり体験

○和紙のちぎり絵はがき

○お絵かきバンダナ

○オリジナルカンバッジ

野外美術館

野外美術館には、国内外の64作家 74 点の彫刻が展示されています。作品

の多くは、作家がこの地を訪れ、地形や周囲の状況、札幌の気候などをも

とに、それぞれの場所のために制作したものです。

会　　期 :４月 29 日 ( 土 ) ～ 11 月 3 日 ( 金。祝 )   　　　　 

開館時間 : 9 :45 ～ 17 : 30 (入場は 17:00 まで )

　　　　　※９月以降は17時まで　　  　

観 覧 】エリトアもど子・館術美外野【 :料 一般700円

　　　　　　(630円 )/65 歳以上 560円(500円 )/ 中学生以下

　　　　　　無料　※(　)内は中学生以下を除く 20名以上の団体料金　　

札幌国際芸術祭 2017
NEW LIFE：リプレイのない展覧会

クリスチャン ・ マークレー 《Studies for Variations on a Silence (project for a recycling plant) 

Tokyo》 2005 年　©Christian Marclay / Courtesy of Gallery Koyanagi, Tokyo and Paula Cooper 

Gallery, New York

※7/29,8/3は別イベント開催のため受付不可

料金：1500円

もりもりワークシート
芸森

時間：9：45 ～ 17：00
配布場所：野外美術館券売／クラフト工房
対象：小学生以下

夏休みに子どもたちに無料でプレゼン
ト。探検隊になった気分で、芸森の知ら
れざるスポットを訪れてみよう！

もりもり探検ツアー！

対象：中学生以下（小学 3年生以下
　　　　は保護者同伴）
日時：７月29日(土)・8月5日(土)
　　　　15：00 ～ 16：00
定員：20 名（先着）
集合場所：有島武郎旧邸

場所：芸術の森センター
時間：　10：00 ～ 17：00

芸術の森スタッフと行く、芸術の森
の探検ツアー。何が見られるか、
体験できるかは当日のお楽しみ！

来園記念にARで写真をプレゼント！人
工知能で名画とのそっくり度を Check!

芸森ＡＲ撮影所＆名画とTWINS

※名画は25日（火）から

・8

8月6日（日）から

予告

縄文太鼓発表会・アートマーケット・もりも
り探検ツアー・ものづくり体験ほか

札幌国際芸術祭 8月6日（日）から

札幌国際芸術祭 2017

7月24日（月）～ 8月5日（土）

※7/24、25休館

予告
7月29日（土）

札幌国際芸術祭 8月6日（日）から

札幌国際芸術祭 8月6日（日）から

8月6日（日）から札幌国際芸術祭 8月6日（日）から

渾身の箸置き展　8月6日（日）から



通行禁止

無料

野外美術館
作品解説(無料)
平　日:13:00
土日祝:①10:00 ②13:00

11月3日(金･祝)
まで開館

芸術の森美術館 工芸館

工芸館 芸術の森センター

芸術の森美術館芸術の森入り口バス停

芸術の森センター 野外ステージ

会期：8月6日(日)～ 10月1日(日)

会期：8月6日(日)～ 10月1日(日)

札幌国際芸術祭 2017

会期：8月6日(日)～10月1日(日)

札幌国際芸術祭 2017

4Ｐ

レストラン畑のはる
ビュッフェレストラン

ビュッフェタイム　11: 00～15:00(LO.14 :30)
ジンギスカン・ガーデン　11: 00～15:00(LO.14 :30)
デザートタイム　 15: 00～17:00(LO.16 :30)
利用の方に次回駐車場無料クーポン配布
小さいお子様も遊べるキッズスペース有り

ワークショップ

パンパステルで描く海

※展示替のため 7/24・25 休館

※商品入替のため 8/4・5休業

※7/24・31休業

【予約】芸術の森美術館 011-591-0090

随時受付中

お問合せ：011-592-4122

ふらっとクラフト体験

駐車料金駐車料金

普通車　　500円

大型車　1,200円

お問合せ：011-591-0090

お問合せ：011-591-0090

札幌国際芸術祭 2017

キッズスペースあります♪
手作りの木製のおもちゃで遊
ぶことができます。

センターロビーに

普通車回数券　
1,000円（6枚つづり)

お得

お問合せ　011-215-1778

札幌芸術の森

【時間】9:45 ～ 17:30(入館は17:00まで)

会期：8月6日(日)～ 10月1日(日)

札幌国際芸術祭 2017

【時間】9:45 ～ 17:30(入館は17:00まで)

ロッジ
穴窯・登り窯

【子どもアトリエ開館時間】9：45～17：30

※日時は表面をご覧ください

豆乳ソフトクリームを販売中！　　　　　　　　　　　　　　　　

会期：4月29日(土・祝)～11月3日（金・祝）
開館時間：9：45-17：30
観覧料：無料

【受付】10：00～16：00

園内無料バス 土日祝日
運行

センター前

第1駐車場第3駐車場

ベストポケット

札幌手織　松崎工房
カフェ・ラ・フォリア(札幌芸術の森美術館内) 

11:00～17:00（LO.16:30)

あるくと
これくらい

８月６日(日）から

7月26日(水）から

８月６日(日）から

８月６日(日）から

渾身の箸置き展

オリジナルワークシート配布中！
芸森 7月24日（月）～8月5日（土）

7月24日（月）～8月5日（土）

オリジナルワークシート配布中！
芸森

芸森ＡＲ撮影所・名画とTWINS?

7月29日（土）園内で開催！
縄文太鼓発表会・アートマーケット・

もりもり探検ツアーほか

予告


