
ゆきあかり in 中島公園

実行委員会

（五十音順）

後援

主催 お問合せ

協賛

協力

（一財） さっぽろ健康スポーツ財団 ・ 札幌市中島体育センター／ NPO 法人札幌シニアネット／ （公財） 札幌交響楽団／ （公財） 札幌市公園緑化協会／

（公財） 北海道文学館／札幌コンサートホール Kitara ／札幌市中央区豊水まちづくりセンター／札幌市天文台／

札幌市中島児童会館 ・ こども人形劇場こぐま座／札幌市豊平館／札幌彫刻美術館友の会／札幌パークホテル／シアター ZOO ／市民活動プラザ星園／

地域力 UP↑実行委員会／プレミアホテル 中島公園 札幌／豊水地区連合町内会／渡辺淳一文学館

札幌市／札幌市教育委員会／さっぽろ雪まつり実行委員会／すすきのアイスワールド実行委員会

（一財） さっぽろ健康スポーツ財団 ・ 札幌市中島体育センター／ ( 公財） 札幌交響楽団／ （公財） 札幌市芸術文化財団／ （公財） 北海道演劇財団／ （公財） 北海道文学館／札幌市天文台／札幌市中島児童会館／

札幌市豊平館 （指定管理者 （株） NTT ファシリティーズ北海道） ／札幌パークホテル／中島地区振興会／プレミアホテル 中島公園 札幌／豊水地区連合町内会／マルミプラス株式会社／渡辺淳一文学館

ゆきあかり in 中島公園実行委員会 「ゆきあかり in 中島公園実行委員会」 事務局 （中島公園管理事務所） TEL ： 011-511-3924

札幌市立資生館小学校／札幌市立中島中学校／札幌市立山鼻小学校／札幌静修高等学校／函館遺愛ボランティア／Ｂ ♭

点灯式 紙コップランタンに願い事を書こう 冬の野外巨大人形劇
【9日～ 11日　16：30～ 19：00】 【9日～ 11日　①18：00～ ②19：00～】

屋外の雪のステージで宮沢賢治の

「雪わたり」を上演します。

芸術監督：沢 則行 氏／上演時間：約 15 分

【9日　16:30 ～】

地域の子ども達やご来場のみなさ

んと一緒にキャンドルの点灯を行

います。ぜひご参加ください！

願い事を書いた紙コップにあかり

を灯そう。『当たり』紙コップを引

いた方には素敵なプレゼントも☆

９条
広場

９条
広場

９条
広場

＜参加無料・申し込み不要＞ ＜参加無料・申し込み不要＞＜参加無料・申し込み不要＞

ゆきあそびコーナー ホツとステーション 日本庭園 期間限定 OPEN
【10日・11日】 【9日　16：30～ 20：00 【9日～ 11日　16：30～ 20：00】

暖かい休憩所として中島児童会館の

２階をご利用いただけます。

キッチンカーによる飲食物の販売も♪

10 日・11日　10：00～ 20：00】
冬季は閉園している日本庭園をイベ

ント期間中だけ特別に開園します。

和の雰囲気と素朴なキャンドルの灯

りをお楽しみください。

９条
広場

９条
広場

日本
庭園

＜参加無料・申し込み不要＞

in 中島公園in 中島公園
第
12
回

第
12
回

さっぽろ雪まつり協賛行事

2018年 2月 9日（金） 　2月 11日（日）
点灯時間 16：30～ 20：00
2018年 2月 9日（金） 　2月 11日（日）
点灯時間 16：30～ 20：00

中島公園９条広場
～コンサートホールKitara

（中島児童会館前広場）
地下鉄「中島公園」駅 1・3番出口すぐ

※公園に駐車場はございませんので、公共交通機関にてご来場ください。

中島公園９条広場
～コンサートホールKitara

（中島児童会館前広場）
地下鉄「中島公園」駅 1・3番出口すぐ

※公園に駐車場はございませんので、公共交通機関にてご来場ください。

日
時

会
場

「ゆきあかり in 中島公園」
公式アカウント
＠npark_yukiakari

「ゆきあかり in 中島公園」
公式アカウント
＠npark_yukiakari

ゆきあかり in 中島公園は地域のみなさんの力で企画・運営しています！ゆきあかり in 中島公園は地域のみなさんの力で企画・運営しています！

ゆきあかりゆきあかり

※天候等の状況により予告なくイベント内容を変更、または中止する場合があります。予めご了承ください。

『ゆきあかり in 中島公園』
イメージキャラクター

〝ゆきちゃん″

ゆきちゃんオリジナル缶バッチ
限定販売 !!

『ゆきあかり in 中島公園』
イメージキャラクター

〝ゆきちゃん″

ゆきちゃんオリジナル缶バッチ
限定販売 !!

ここでしか
手に入らないよ！
ここでしか

手に入らないよ！

13：00～ 15：00
10：00～ 15：00

15：30～ 16：30

雪のすべり台

雪玉あてゲーム など

スノーランタン、
空き缶ｷｬﾝﾄﾞﾙづくり



投稿！ゆきあかり twitter 写真展投稿！ゆきあかり twitter 写真展
◆日時：2/9（金）～ 2/11（日）16:30 ～ 20:00
◆場所：中島児童会館入口・２F休憩所
◆日時：2/9（金）～ 2/11（日）16:30 ～ 20:00
◆場所：中島児童会館入口・２F休憩所

自慢の写真を、twitter でハッシュタグ
 #nakajimayukiakari もしくは 
 #　　　　　　をつけて投稿しよう！中島ゆきあかり

天文台 夜間公開「冬の星座」
2/9（金）～ 2/11（日）

17:00 ～ 20:00
参加無料
悪天候時は中止、電話にて要問い合わせ
お問い合わせ　TEL：011-511-9624

ゆきあかり朗読会

ホットカルピスのサービス ※ご入館の方限定

2/9（金）

入場料 1,000 円（コーヒー又はウーロン茶付き）
※障害者手帳ご提示にて半額
お問い合わせ　TEL：011-551-1282

2/9（金）～ 2/11（日）
入館料 300円
お問い合わせ　TEL：011-551-1282

札幌座 第 54回公演　『暴雪圏』

2/14（水）～ 2/21（水）

原作：佐々木 譲（『暴雪圏』新潮文庫刊）
脚本・演出・音楽：斎藤 歩

全席自由（税込）  ※日時指定
一般 3,500 円／学生 1,800 円／高校生以下 1,000 円
お問い合わせ　TEL：011-520-0710（北海道演劇財団）
詳細はこちら　http://www.h-paf.ne.jp/

特別展「有島武郎と未完の『星座』」
2/3（土）～ 3/25（日）
一般 700円／高大生 450円／
小中生 300円／ 65歳以上の方 450円
お問い合わせ　TEL：011-511-7655

テラスレストランKitara
2/9（金）～ 2/11（日）

お会計より 10％OFF（他割引サービスとの併用不可）
※お支払い時に「第 12回ゆきあかり in 中島公園」写真提示
お問い合わせ　TEL：011-520-1189

♪中島児童会館のスクリーンに映し出されるよ♪

ゆきあかり会場の写真を見せて得点ゲット！

ゆきあかり 得 サービス

札幌市天文台

渡辺淳一文学館

シアター ZOO

北海道立文学館

札幌コンサートホールKitara

テラスレストラン ピアレ
2/9（金）～ 2/11（日）

お会計より 10%OFF（他割引サービスとの併用不可）
※お支払い時に「第 12回ゆきあかり in 中島公園」写真提示
お問い合わせ　TEL：011-511-3136（食堂予約係）

・・・ゆきあかりおすすめイベント・・・

札幌パークホテル

15:00 ～ 16:30

16:30 ～ 19:00

・「見るなのくら」日本民話
・不忠臣蔵より「岡田利右衛門」井上ひさし作
・「最後の伝言」原田マハ作


