■園内見学施設のご案内
札幌芸術の森
美
術
館

札幌、北海道ゆかりの作家の作品や、国内外の近現代美術などの展覧会を開催しています。
〈お問合せ:美術館 TEL011-591-0090〉

【野 外 美 術 館】 起伏に富んだ広大な敷地の中に、64作家74点の彫刻作品を展示しています。
■開館期間：4月29日〜11月3日 ※解説員による作品案内のご予約も承っております。
〈お問合せ:管理課 TEL011-592-5111〉

芸

※開 催日程は12月下旬頃
決定いたします。

詳細については管理課へ

お問い合わせください。

■グループ講習会 コース一覧

(全コース、同時期開催の美術展覧会または野外美術館の団体割引券付)

各コース10名未満でも開催可能ですが、10名未満となっても最少催行人数である10名分の金額をお支払いいただきます。

館 】 クラフトギャラリー“ベストポケット”では、北海道を中心に日本全国の作家のクラフト作品を、販売・ご紹介しています。入場無料。

陶芸

【 有 島 武 郎 旧 邸 】 札幌ゆかりの文豪有島武郎の様々な資料を展示しています。入場無料。
■開館期間：4月29日〜11月3日

野外ステージ

粘土を使用し、各種技法で作品を1点つくります。焼成を行い、約2か月後にお届けします。

１.たまつくり・カップ制作コース
[定 員] 10〜56名

[料 金] 2,200円(税込/1名あたり)

佐 藤忠良記念
子どもアトリエ

2.ひもづくり・カップ制作コース

アートホール

版画工房

[定 員] 10〜32名

[料 金] 2,200円(税込/1名あたり)

ごちそうキッチン「畑のはる」

登り窯・穴窯

芸術の森センター

クラフト工房

約5分
約7分

クラフト工房
工芸館・染工房
・織工房

移動時間目安(徒歩)
約5分

有島武郎旧邸

第1駐車場

[料 金] 2,600円(税込/1名あたり)

4.絵付け・小皿コース
[定 員] 10〜56名

木工房

[料 金] 2,400円(税込/1名あたり)

駐車場料金所

ごちそうキッチン
「畑のはる」
中央バス バス停
「芸術の森入口」

札幌・真駒内

国道453号 線

【 休 園 日 】 ■4月29日〜11月3日 無休
■11月4日〜4月28日:毎週月曜日 ※月曜が祝日・振替休日の場合はその翌平日
※野外美術館(佐藤忠良記念子どもアトリエを除く)有島武郎旧邸は11月4日〜4月28日冬季休館
■年末年始(12月29日〜1月3日)

北海道外
個別送付の送料

テキスタイル

さっぽろ駅

地下鉄
南北線

約17分

中央バス バス停

真駒内駅

中央バス

約15分

芸術の森入口

・札幌芸術の森美術館
・クラフト工房
中央バス バス停

芸術の森センター

SAPPORO ART PARK CRAFT STUDIO

東北

関東・信越

北陸・東海

左記以南

＋300円

＋400円

＋500円

＋600円

＊［代表者への一括送付］の場合は、別途送料はかかりません。

＊エリア区分は日本郵便株式会社のゆうパック地帯表に基づきます。
＊日本国外への発送は致しかねますのでご了承ください｡

絞り染め・バンダナコース
[対 象] 小学生以上※
[定 員] 10〜16名

[サイズ ] 約53cm×53cm

[料 金] 2,000円(税込/1名あたり)
輪ゴムや洗濯バサミなどを使った“絞り染め”の技法でバンダナを染めます。

※絞り染めは、手元での細かい作業（布を絞り上げる等）や、染料の調合などがございます。
小学生が受講される場合は、大人の方2〜5名に必ずご同行いただき、
受講時間内の作業補助をお願いしております。

■乗用車
札幌中心部
新千歳空港
I.C.

・野外美術館
・ごちそうキッチン「畑のはる」

札幌芸術の森クラフト工房

[サイズ ] 15cm×15cm

白地の生地に絞り染めを施します。体験後、お持ち帰りできます。

【 駐 車 場 】 ■[594台収容] 1車両1回につき 普通車500円/大型車1,200円 ※当日現金払いのみ対応
※ご来園の際は、できるだけ公共交通機関のご利用をお願いいたします

2番乗り場
【空沼線】
【滝野線】

[サイズ ] 最大20cm×20cm 高さ5cm以内

また、申込時に［代表者への一括送付］もしくは［個別送付］のいずれかをお選びください。

金 】 ■入園及び下記施設以外の見学は無料
□野外美術館(夏季は佐藤忠良記念子どもアトリエ入館料含む)
(中学生以下を除く20名以上は団体料金)
・大人700円[団体630円] ・65歳以上560円[団体500円] ・中学生以下無料 ・年間フリーパス1,000円
□札幌芸術の森美術館…展覧会ごとに異なります

■公共交通機関

[サイズ ] 最大7cm×7cm 高さ10cm以内

※北海道内作品送料込。北海道外個別送付の送料は下記をご参照ください。

関口雄揮
記念美術館

【 開 園 時 間 】 ■9:45〜17:00 (6月1日〜8月31日は17:30まで)
※野外美術館、札幌芸術の森美術館への入館は閉館30分前まで
※子どもアトリエは11月4日〜4月28日は15:30まで

[サイズ ] 最大7cm×7cm 高さ10cm以内

素焼き済みの陶器にお好みの絵柄を施します。焼成を行い、約1ヶ月半後にお届けします。

陶工房

バス停「芸術の森入口」
野外美術館

[定 員] 10〜32名

CRAFT STUDIO

札幌芸術の森美術館

工芸の広場

札幌芸術の森美術館

3.板づくり・皿制作コース

シンボル広場

中央バス バス停
「芸術の森センター」

約5分

陶芸分野は、以下から１コースを選んでください。全コース：[対 象] 小学生以上

野外美術館

絵画アトリエA・B

多目的アトリエ
ロッジ

【料

グループ講習会のご案内

かんじきウォーク

【1月上旬〜3月上旬】
野外美術館にて開催予定

佐 藤 忠 良 記 念 野外美術館内にあり、札幌にゆかりの深い佐藤忠良の彫刻、素描作品を展示しています。
子どもアトリエ 〈お問合せ:美術館 TEL011-591-0090〉
【工

札幌芸術の森 クラフト工房

令 和４年 度 版

七宝

国道453号(札幌支笏湖線) 約40分
約27分
約22分

北広島I.C.
恵庭I.C.

約32分

札幌芸術の森

約35分

多色盛り・リーフペンダントコース
木の葉型のペンダントトップに釉薬で色付けます。体験後、お持ち帰りできます。

[対 象] 小学生以上
[定 員] 10〜20名

[サイズ ] 最大約1.7cm×2.5cm

[料 金] 2,000円(税込/1名あたり)
金属にガラス質の釉薬を高温で焼き付ける“七宝焼”の多色盛りの技法で、

〒005-0864 札幌市南区芸術の森2丁目75番地
TEL 011-592-4122(受付時間9:45-17:00)
芸術の森
検索
URL https://artpark.or.jp/

色彩豊かなペンダントをつくります。

※ペンダントチェーンをストラップに変更することもできます。
2022.02

札 幌 芸 術 の 森グル ープ 講 習 会 へ参 加の 皆さまへのお願い
①札幌芸術の森バスによる無料送迎については、乗車人数により運行いたしますので
別紙案内をご覧ください。

②受講者同士の距離を確保するために定員を削減しております。

開催日の

〜1か月前まで

2

(同 日)

お申込み受付 ※この段階ではご予約は完了しておりません。

1 が決まりましたら、札幌芸術の森ホームページの申込フォームよりお申込みください。
札幌芸術の森ホームページ(トップページ)

講習会お申込み

お知らせ・イベント

講習会・ワークショップ

グループ講習会申込フォームに必要な項目を入力して送信ボタンを押してください。
申込受付メールを1〜2営業日(休館日を除く)中に返信後、 3 について担当より改めて

③参加者、講師（スタッフ）との距離を確保するため、作業工程を変更しております。

④新型コロナ感染防止のため施設管理者が、開催時期の状況に応じた措置を行いますので、

ご連絡いたしますのでお待ちください。

⑤グループ講習会受講団体の代表の方は、参加者の受講前、受講後の健康状態について

ださい。

※フォームからお申込みできない場合、郵送にて申込書をお送りしますので、クラフト

ご協力のほどお願い致します。

工房までご連絡ください。お電話でのお申込みは受け付けておりませんのでご了承く

※最新の空き状況は、札幌芸術の森ホームページ「講習会予定カレンダー」でご確認いただけます。

把握いただけますようお願い致します。

(https://artpark.or.jp/koshukai-workshops/)

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の今後の状況により、講習会の中止、
内容および定員の変更をすることがございますのでご了承ください。
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■お申込みの流れ
お申込み内容の
ご検討
※令和4年度開催につい
ては、告知開始から令

和 5年 3月開催分まで

お申込み受付いたしま

す。右記の受付予定期
間をご覧ください。

受付 〜 ご予約完了
・お申込み受付後にコース・日程等を確認させていただき、3〜４営業日(休館日を除く)中

1

に担当よりメール、またはお電話にてご連絡し、受講の際に必要な詳細（無料送迎バスの

利用、当日の連絡先等）について確認させていただきます。

お申込みまでにご確認ください

・ご案内した日程・内容で受講の確認がとれましたら、ご予約完了となります。

1 参加コース、人数

・ご予約完了後、受付内容の確認書類、当日の受講案内をご郵送いたします。

・3コースの中から、お好みのコースをお選びください。
(前ページ【グループ講習会 コース一覧】参照)

2 開催日時 ※第3希望日まで

・下記の受付期間内、休園日、開催不可日を除く平日のみ開催可能です。

開催期間：令和４年４月５日（火）〜令和５年３月２４日（金）

休園日：11月4日(金)〜翌年3月31日(金)までの毎週月曜日 ※月曜日が祝日・振替休日の場合は翌平日

開催日の

15日前

キャンセル期限

キャンセル料について

・開催日当日から数えて15日前を過ぎて、お客様のご都合によりキャンセルされる場合には、

お申込みいただいたコースの受講料×最少催行人数分 の金額をお支払いいただきます。

開催不可日：12月27日（火）〜翌年1月4日（水）※年末年始休園日、機器メンテナンス日

※予約状況や事業計画の変更等により、ご希望の日時にお申込みいただけない場合がございます。
お申込みの際には、複数の希望日を設定ください。

人数変更について

・若干の人数変更につきましては、前日の17時まで(厳守)にご連絡ください。

3 開催時間 午前の部 10:00-12:00 / 午後の部 14:00-16:00

※前日が休館日の場合は前営業日の17時までにご連絡をお願いいたします。

上記の2区分からお選びください。※講習会の所要時間は約2時間です。

・受講人数が減員し最少催行人数10名を下回った場合でも、

4 食事・休憩場所

お申込みいただいたコースの受講料×最少催行人数分 の金額をお支払いいただきます。

■ビュッフェレストラン「ごちそうキッチン 畑のはる」札幌芸術の森センター2階

レストランのご利用は別途ご予約が必要となります。開催日の決定後、直接お申込みください。

【ご予約・お問い合わせ】ごちそうキッチン畑のはる 011-215-1778
・講習会会場内での食事はできません。

・クラフト工房ロビー内に飲食可能な休憩場所がございますが、現在、ご利用人数の制限を
設けさせていただいております。また、共有スペースのため、専有のご予約はできません
ので、食事等は上記レストラン、または屋外等をご検討ください。

各コースの定員以上で受講をご希望の方
各コースの定員以上で受講をご希望の場合で、グループの合計人数が20〜92名であれば、

複数のコースを組み合わせた開催が可能 となります。
※コースを組み合わせる場合も各コースの最少催行人数は10名となります。

講 習会
開 催日

4

講習会 当日
受講案内に同封しました「講習会参加にあたっての新型コロナウイルス感染防止
対策チェックシート」のご提出をお願いいたします。
■お支払いについて

当日の人数変更により受講人数が減員した場合、前日17時までに確定した人数分の料金
をお支払いいただきます。
■お支払い方法

①現金：開催日当日、クラフト工房受付窓口にてお支払い

②お振込み：開催日から14日以内にお振込み ※振込手数料はお客様ご負担となります。
※旅行クーポン、障がい者手帳等での割引はございませんのでご了承ください。

