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札幌市南区芸術の森2丁目75番地

《杉村フサ像》 1993 年　作家蔵　撮影 ：露口啓二

予約不要・随時受付

札幌芸術の森美術館

イベントMAP12月号

２０１7

札幌芸術の森

11 月28 日発行

【期　　　間】 12 月 27 日 ( 水 ) まで

【休 館 日】 月曜日（祝日・振替休日の場合は翌火曜日休館）

【開館時間】 9:45～17:00

【観 覧 料】 無料

011-592-5111

12月2日（土）から

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や素描作品を展示して

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】

日　時：　9:45～15:00

日　時：12 月 17 日（日）　まで　①11：00 ～ 12：00　②13：30 ～ 14：30　

表紙の紙、とじ糸など材料からこだわって選べる、お

手製のオリジナル手帳をつくってみませんか？針を使

い「和綴じ」という方法で本をつくります。

【開館時間】9：45 ～ 15：30

【休 館 日】月曜日（祝日・振替休日の場合は翌火曜日休館）

【観 覧 料】無料

和綴じ製本
定　員：各回 5 名

対　象：小学生以上

　　　　( 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）

工芸館

予約
受付中

参加料：300円（材料費込み）

対　象：どなたでも

ねんどで彫刻

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

【時　間】10 : 00 ～16 : 00( 随時受付 )

【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は翌火曜日休館）

【参加 料】300円～ 2,000円（陶芸は市外宛送料別途）

クラフト工房

○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

木彫家 藤戸竹喜の世界

いのち

[ 前期 ]10 月 14 日（土）～ 11 月 12 日（日） [ 後期 ]11 月 14 日（火）～

12 月 17 日（日） ※会期中、一部作品の入れ替えを行います。

【休 館 日】 月曜日（祝日・振替休日の場合は翌火曜日休館）

【開館時間】 9:45～17:00(入館は閉館の３０分前まで )

【観 覧 料】 一般1,000円(800円 )/ 高校・大学 生600円(480円 )

　　　　　/小・中学生300円(240円 ) ※(　)内は20名以上の団体料金

【会　　　期】 10 月14 日（土）～ 12 月17 日（日）

藤戸竹喜は、1934 年、北海道美幌町

に生まれ、旭川を拠点に「熊彫り」を

生業としていた父のもとで木彫制作を

始めました。以来、一貫して木彫にと

りくみ、アイヌ民族の彫りの技を受け

継ぎながら、繊細さと野性味が交差す

る独自の木彫世界を築いてきました。本展では、熊や鹿の俊敏な動き

をとらえた初期作から、アイヌ民族の歴史と威厳をモニュメンタルに

伝える等身大人物像まで、70年にわたる創作活動の軌跡をふりかえ

ります。藤戸竹喜が織り成す、森羅の生命が躍動する世界をぜひお楽

しみください。

工芸館常設展示「ベストポケット」では染織作家が丹精込めて仕上げた、

ストール・マフラー特集を開催しています！ 様々なシーンで合わせられ

るスタンダードなものから、個性的なものまで各種取り揃えています。

首もとをあたためる冬のマストアイテム 。今年は芸術の森で自分に

ぴったりの作品を探してみませんか？

温もりは首もとから

中庭インスタレーション 佐藤千穂
Chiｈo Satô Arte : La Luz ひかり

【会  　　期】 10 月 14 日 ( 土 ) ～ 12 月 3 日 ( 日 )

【開館時間】 9:45 ～ 17:00（入館は閉館の 30 分前まで） 　【観 覧 料】 無料

佐藤 千穂は、これまで油彩、水彩、アクリル、顔料等を用いて、

ガラスや木、和紙、布といった様々な支持体に、森羅万象や心

象風景を描出してきました。屋外空間が中心となる今回

の約1ヶ月半の展示は、作家にとって初の試みとなります。佐

藤千穂の生み出す淡く澄んだ色彩が、芸術の森の光や空気をい

だき、美術館の中庭、渡り廊下、前池にあらわれます。     

平成 29 年度アイヌ工芸品展

野外美術館

冬季休館中。

毎年恒例「かんじきウォーク」を２０１８年

１月 6 日（土）～ 3 月 11 日（日）開催予定！

※日程は気象状況により前後する場合があります。

どうぞお楽しみに！

休館中

ライフストーリーズ北と
手仕事

【会  　　期】 12 月 2 日 ( 土 ) ～ 2018 年 2 月 25 日 ( 日 )

【開館時間】 9:45 ～ 17:00

【休 館 日】 月曜日（祝日・振替休日の場合は翌火曜日休館）、 年末年始

　　　　　　12 月 29 日～ 1 月３日　

【観 覧 料】 無料

シンプルなつくりのその木皿には、目には見えないけれど、作り手の真

摯な想いが確かに存在しています。本展では、高い技術と優れたデザイ

ンによって生まれた逸品と、それらを取り巻くエピソードをあわせて展

示、販売します。完成品を手にしただけ

ではわからない、ものに込められた制作

の背景を知ることで、いっそう愛着がわ

き、大切に使いたくなるでしょう。

それぞれの作品が語るストーリー、

そしてその後のストーリーが集まる場所、

それが「ライフストーリーズ」です。

11/27 ～ 12/1 は展示替えのため休館

【ベストポケット】

３日
まで

中島裕基（cagu/ 小具）



通行禁止

臨時駐輪場臨時駐輪場
工事期間中は
こちらをご利用

ください。

冬季休館中冬季休館中

会期：10月14日(土)～12月17日(日)

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)
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

和綴じ製本

【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

木彫家　藤戸竹喜の世界

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 ～ 17:00(入館は16:30まで)　

ロッジ
穴窯・登り窯

【子どもアトリエ開館時間】9：45 ～15：30

※日時は表面をご覧ください

ぜんざいを好評発売中！

【受付】10：00～16：00

カフェ ラ・フォリア(札幌芸術の森美術館内) 

土日祝日のみ営業/12:00～16:00（LO.15:30)

ベストポケット

期間：9月7日(木)～12月27日(水)

温もりは首もとから

会期：12月2日(土)～2月25日(日)

北と手仕事ライフストーリーズ

会期：10月14日(土)～12月3 日(日)
【時間】9:45 ～ 17:00(入館は16:30まで)　

歩道工事

中庭インスタレーション 佐藤千穂
Chiho Satô Arte : La Luz ひかり

10/10 ～ 11/30
ご迷惑をおかけします。

歩道工事

冬季休館中冬季休館中

会期：10月14日(土)～12月17日(日)

お問合せ：011-591-0090

木彫家　藤戸竹喜の世界

【時間】9:45 ～ 17:00(入館は16:30まで)　


