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Sato Churyo Children’s Atelier

【利用時間】
9︓45～ 17︓00

【利用時間】
17︓00～ 23︓00

（12/1から） （11/30まで）

原付自転車
(50cc 以下）
専用駐車スペース

自転車駐輪場
※駐輪場より上の
エリアには自転車
の乗り入れはでき
ません。

※年末年始休園日︓12/29 ～ 1/3 

有島武郎旧邸

Takeo
Arishima 
Residence工芸館

Craft Hall

polaireミュージアムショップ　

クラフト工房
Craft Studio

★休憩スペースあり

★お菓子の自動販売機あり

★カフェコーナーあり

札幌芸術の森美術館
Sapporo Art Museum

★休憩スペースあり

★休憩スペースあり

★アイスクリームの自動販売機あり

アートホール
Art Hallロビーに小さな

キッズスペース
あります。芸術の森センター

Art Park Center

★休憩スペースあり

札幌芸術の
森美術館
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野外美術館

Sapporo Sculpture 
Garden 佐藤忠良記念

子どもアトリエ

Sato Churyo Children’s  Atelier

★お菓子の自動販売機あり

焼きたてワッフルと紅茶の専門店 芸術の森
センター
道内食材のビュッフェ
レストラン冬期休業中

4月28日まで冬期休館

4月28日まで冬期休館

12月1日～ 4月28日まで冬期休館
12月1日～ 4月28日まで冬期休館

冬期閉鎖（12/1～）

ベストポケット 松崎工房
クラフトショップ　 札幌手織

■11/4 ～ 11/30は土・日のみ開館

1月中旬～ 3月中旬
かんじきウォーク開催

<冬季休業 >

<冬期休業 >

アルフォンス・ミュシャ《舞踏－連作＜四芸術＞より》( 部分）1898 年、
カラーリトグラフ、ミュシャ財団蔵　©Mucha Trust 2019

冬期営業への変更に伴い下記のとおり工芸館裏
の喫煙所が移動になります。
　
　■工芸館裏（11/30 まで）
　■第一駐車場（12/1 ～）

喫煙場所変更について



札 幌 芸 術 の 森 野 外 美 術 館

＊

＊最終日が 12 月 28 日（土）から、25 日（水）に変更になりました。

〒005‐0864　札幌市南区芸術の森2丁目75番地

札幌芸術の森

011(592)5111札幌芸術の森
≪代表≫

011(591)0090
札幌芸術の森美術館
子どもアトリエ

011(592)4123
アートホール・アト
リエ・ロッジのご予約

011(592)4122クラフト工房

地下鉄南北線
「真駒内」駅

石山通

石山陸橋

真駒内通

平岸通

中央バス停
「芸術の森入口」

中央バス停
「芸術の森センター」

中央バス停
「２番乗り場」

アートに関連した
グッズや北海道で
活躍する作家の作
品などを販売。
お気軽にお立ち寄
りください。

【日時】午前の部︓10︓00 ～ 12︓00
　　　　午後の部︓13︓00 ～ 15︓30
　　　　※月曜日（工房定休日）と臨時休業日を除く

【対象】小学校５年生以上
【料金】1,500 円
【申込み・問い合わせ先】011-592-9693

札幌手織
松崎工房 手織り体験 【体験時間】

約１時間
随時受付中

タグチ・アートコレクション 球体のパレット

■2020 年 1 月 14 日～ 1 月 24 日は展示替えのため休館

【会期】 11 月 19 日（火）～ 1 月 13 日（月・祝）

予約不要・随時受付

【受付時間】9︓45 ～ 15︓00 まで
【対     象】どなたでも＊講師はつきそいません
【参 加 料】ひとつ 300 円（材料費込み）
【会     期】  毎週土日・祝日・12 月 26 日（水）～１月 20 日（月）は冬休
み　　　　　 ウィークにつき連日開催︕（12/29 ～ 1/3 はお休みです。）

佐藤忠良記念子どもアトリエ

■ねんどで彫刻

【受付時間】9︓45 ～ 15︓30（受付は 15︓00 まで）
【受　　付】芸術の森センター事務室
【貸出料金】 大人１セット５００円＊その他の詳細はホームページをご覧ください。
【会　　期】1 月中旬～ 3 月中旬頃 ※積雪状況により開催期間を変更することがあります。
※芸術の森センターでかんじきと長靴を貸し出します。（数量限定） ＊長靴のサイズ︓22.5cm～28.0ｃｍ
※子ども用のプラスティック製のかんじきもあります。詳細はお問い合わせください。

芸森かんじきウォーク

【場所】 芸術の森センター２F

【問い合わせ】 011-215-1778

お持ち帰り
道産あずきの

白玉ぜんざいと
ソフトクリーム

あります︕

北海道の旬の食材をふんだんに使ったビュッフェが楽しめるレストランです。
子ども椅子やベビーラック、キッズスペースもあるので親子そろってゆっくりと食事
が楽しめます。

【ビュッフェタイム】11︓00～15︓00（LO.14︓30）

左上︓名和 晃平≪PixCell-Deer#51≫ 2018 年 ミクストメディア courtesy of SCAI THE BATHHOUSE　photo: Nobutada OMOTE | SANDWICH

【会期】12 月 25 日（水）まで
1 年間を春夏秋冬に分けて、選りすぐりのクラフ
ト作品を展示します。第 3 弾は「秋」。お気に入り
の作品は購入もできますので、贈り物にどうぞ︕

クラフトギャラリー
“ベストポケット”

クラフトギャラリー
“ベストポケット”

『秋の回』

【会期】　1 月 11 日（土）～
　　　　3 月 25 日（水）

『冬の回』

【会期】　11 月 09 日（土）～
　　　　12 月 25 日（水）

芸術の森クリスマスアート展 2019

わたしのクリスマス

開館時間 9：45～17：00

2019 年11月19日発行
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芸術の森美術館・子どもアトリエの最終入館は閉館の 30 分前

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ふらっとクラフト体験

【時間受付】10︓00 ～16︓00（随時受付）
体験参加料︓300円～1,800円（陶芸は道外宛送料別途）

●器に絵付けをしてみよう
●たまつくりで器をつくろう
●和紙のちぎり絵はがき

札 幌 芸 術 の 森 美 術 館

工 芸 館 ク ラ フ ト 工 房

【観覧料】無料
【飲　料】200円 / 杯

有 島 武 郎 旧 邸

大正２年に建てられた邸宅を当時そのままに移築復元した資料館。

カフェコーナーがあります。香
り高い珈琲と大正浪漫あふれる
雰囲気をお楽しみください。

●お絵かきバンダナ
●オリジナルカンバッジづくり

左下︓《モナコ・モンテカルロ》1897 年ミュシャ財団蔵　＠Mucha Trust 2019

3色のねんどから
えらべるよ！

遊びにきてね！

かんじき参加者には
オリジナルグッズを

プレゼント！

【子どもアトリエ開館時間】9︓45 ～ 15︓30

地図番号︓畑のはる→⑦　レ ス ト ラ ン

11/30 までは
毎週土日のみ開館
以降 4/28 まで

冬期休館

駐車料金

同日であれば駐車場への再入場は可能です。再入場の際は駐
車券の半券を料金所スタッフにお見せください。

2020 年 1 月 25 日（土）9︓45 ～ 19︓00

【会場】園内全体

芸術の森地区で開催される冬の祭典。
アイスキャンドルが並ぶ園内で、

冬の暖かい思い出を。

※年末年始休園日︓12/29 ～ 1/3 ※11/4 ～ 4/28 の期間は毎週月曜休園 ※月曜が祝日・振替休日の場合は火曜休園※年末年始休園日︓12/29 ～ 1/3 ※11/4 ～ 4/28 の期間は毎週月曜休園 ※月曜が祝日・振替休日の場合は火曜休園

ミュージアム・ショップ

polaire
みんなのミュシャ

【会期】 2020 年 1 月 25 日（土）～ 4 月 12 日（日）
ミュシャからマンガへー線の魔術 -

■学芸員によるギャラリーツアー
【日時】2020 年 1 月 31 日（金）、2 月 20 日（木）、
　　　　3 月 25 日（水）
　　　　各日 14︓00 ～（40 分程度）

【会場】札幌芸術の森美術館 展示室【定員】なし（予約不要・当日参加）【料金】無料（いずれも要当日有効観覧券）

■アートコレクター対談 田口美和ｘ宮津大輔
【日時】 11 月 23 日（土・祝）
　　　　14︓00～15︓30

■学芸員によるギャラリーツアー
【日時】11 月 30 日（土）、12 月 7 日（土）
　　　　13︓00～（40 分程度）

(ポレール)

一般︓900（720）円  高校・大学生︓600（480）円 小・中学生︓400（320）円
※（ ）内は前売、または20名以上の団体料金

地図番号→１

裏面の地図内の各施設の番号になります。地図で施設を探す時の参考にしてください。ナンバーが●の施設は冬期休館中です。地図番号→１

地図番号→３ 地図番号→２

地図番号→４

地図番号→ ５

地図番号→ ６

７

■冬期休館中（2020年 4月 28日（火）まで）

佐藤忠良記念
子どもアトリエは
開館しています。


