
札幌芸術の森
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〒005‐0864

札幌市南区芸術の森2丁目75番地

イベント情報

美術館は、アーティストがともした作

品の輝きを、未来へつないでいます。

それは、皆さんの大切な財産だからで

す。「芸森の名品」の第二回目となる

本展では、札幌芸術の森美術館学芸員

イチオシの収蔵品と、2010 年の第

一回以降新たに加わった新収蔵品を多

数展示。いつもは野外にある彫刻作品

も展示室にやってきます。作品を守る

ために、学芸員が何をしているのかもご紹介します。それによっ

て、美術作品を楽しみ、大切にする心を、皆さんと共有する展

覧会です。

札幌芸術の森美術館

イベントMAP

２０１8

札幌芸術の森

雪の積もった野外美術館内を「かんじき」を着用

して鑑賞できます。センターにてかんじき、長靴

(22.5cm ～ ) を無料貸出いたします。 2 月27 日発行

011-592-5111

芸森の名品Ⅱ

【会　　　期】 3 月10 日（土）～ 25 日（日）

【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 16：30 まで )

【観 覧 料】 一般500円(400円 )/ 高校・大学 生250 円(200円 )

　　　　　/小・中学生100円(80円 ) ※(　)内は20名以上の団体料金

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

の場合は翌平日休館）【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

野外美術館

予約不要・随時受付

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( 随時 )

【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

【日時】1 月 6 日（土）～３月 11 日（日）9：45 ～ 15：30

（入館は 15：00 まで）【受付】芸術の森センター【観覧料】無料

かんじきウォーク

参加料：300円（材料費込み）

対　象：どなたでもねんどで彫刻

墨汁を使ってミニ色紙に転写した線をなぞ

り、いろんな濃さで面をぬります。えのぐ

は元となる粉を膠 ( にかわ )※で溶き、岩

えのぐを作ってワンポイントで色をぬりま

す。日本画ならではの素材を使ってお気に

入りの１枚を描いてみませんか？

【日時】2 月 27 日（火）～３月 31 日（土）

①10：30 ～ 12：00　②13：30 ～ 15：00

墨と岩えのぐ　

定　員：各回 4 名

対　象：小学生以上

　　　　( 小学３年以下は親子で参加 )

参加料：1,000円（材料費込み）

予約
受付中

[ 休館日 ]3 月 12 日、19 日

花ふるカラー
０さいからのげいじゅつのもり

【会  　　期】 3 月 3 日 ( 土 ) ～ 5 月 13 日 ( 日 ) 【開館時間】 9:45 ～ 17:00

【休 館 日】 月曜日（4 月 30 日、５月７日は開館） 　【観 覧 料】 無料

【開館時間】 9:45 ～ 17:00 【休 館 日】 月曜日（4 月 30 日、５月７日は開館） 　【観 覧 料】 無料

「0さいからのげいじゅつのもり」は、小さなお子さん

はもちろん、お父さんやお母さんもいっしょに楽しむ

ことのできる札幌芸術の森のシリーズ展覧会です。手

先や全身をつかった遊びコーナーとアートに親しむ鑑

賞コーナーで構成されます。5 回目となる今回は、「花」

と「色」がテーマです。

『遊びコーナー』・『鑑賞コーナー』

では、札幌芸術の森美術館が所蔵

する花の絵を集めたミニ展覧会の

鑑賞や、紙製の花をつかまえて遊

べたり、親子で読み聞かせができ

ます。

工芸館

工芸館

多数のクラフト作品を展示中。お気に入りの作品は

購入もできます！

3 月号

※膠とは ... 動物の皮や

骨の油を抽出した接着剤

※3 月 2 日（金）は別イベント開催のため、ワークショップ受付不可。

学芸員がつなぐ 名品のともしび

舟越桂《雪の上の影》（部分）2002年 前澤良彰撮影

まちなかコンサート～南区～　いくつもの夜を越えてみる景色
3月24日（土）　①11：00～11：50／②13：30～14：20　

ギャラリーツアー　学芸員が語る　名品の魅力
【第一回】3月11日（日）14：00～「森の情景―絵画がつむぐ北海道」
【第二回】3月18日（日）14：00～「彫刻をたどる―時の流れ、人の繋がり」
【第三回】3月21日（水・祝）14：00～「人物と絵画―＜ひと＞のむこうに見えるもの」
【第四回】3月24日（土）15：00～「野外彫刻がやってきた！/記憶としての建築　伊藤正と伊藤仁」
※各回美術館展示室集合・30分程度・無料（ただし要観覧券）・予約不要

美術作品収蔵庫ツアー

※各回美術館ロビー集合・30分程度・無料・予約不要（ただし希望者多数の場合順番待ち
　となる可能性があります。）

ハニカム構造で重ねられた紙“でんぐり”を切ったりアコーディオンのよう

に広げたりして、立体的な花を作ります。みんなが作ったカラフルなお花で

壁一面を華やかに飾りましょう。

【参加型制作展示】カラフルツリー【参加型制作展示】カラフルツリー

【開催日】3 月 17 日（土）、3 月 21 日（水・祝）

【時　間】10:00〜13:00（受付終了 12:30）

【参加費】300 円（材料費込）

※このワークショップではハサミを使用します。必ず保護者同伴でご参加ください。

※作業スペースには限りがございます。随時、受付ます。

～遊びコーナー～
・ふるふる花ふる

・お花ブロック

～鑑賞コーナー～
・お花の絵畑

・お花のおはなし

～遊びコーナー～
・ふるふる花ふる

・お花ブロック

～鑑賞コーナー～
・お花の絵畑

・お花のおはなし

随時受付
先着順

【第一回】3月10日（土）14：00～【第二回】3月25日（日）14：00～

※各回美術館展示室集合・無料（ただし要観覧券）・予約不要

イベント情報

3月11日（日）まで

3月10日（土）から　※2/26 ～ 3/9 まで展示替えのため休館

3月3日（土）から　※2/26 ～ 3/2 まで展示替えのため休館



通行禁止

冬季休館中冬季休館中

冬季休館中冬季休館中

会期：3 月10 日(土)～25 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

墨と岩えのぐ

【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

芸森の名品Ⅱ

キッズスペースあります♪
おままごとや魚釣りゲームのほか、
折り紙やぬりえができます！芸森壁
面アートにも参加しよう！

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

10日から
3月

3日から
3月

11日まで
3月

会期：3月3日(土)～5月13日(日)

０さいからのげいじゅつのもり

花ふるカラー

学芸員がつなぐ　名品のともしび

会期：1月6日(土)～3 月11 日(日)

受付：芸術の森センター

かんじきウォーク

【時間】9:45 ～ 15:30(入館は15:00まで)　

野外美術館

休憩スポット

休憩スポット
休憩スポット

休憩スポット


