
NISEKOエリアイベント詳細～ 2018年 11月～ 一般社団法人　倶知安観光協会

3(土 )
ニセコ 秋のバザー

23(金 )
倶知安 Mt. Youtei JAZZ Concert

ニューヨークの路上で、 ひたすら猫を描く老アーティスト＜ジミー・
ミニキタニ＞。 日本とアメリカの狭間で翻弄され続けた 80 年の
人生を描く、 感動のドキュメンタリー映画です。

11 月 3 日（土）14︓00 ～ 15︓20
場所︓小川原脩記念美術館　映像ルーム
料金︓無料
映画︓ミリキタニの猫　The Cats of MIRIKITANI
         2006 年／アメリカ／ 74 分
         監督︓リンダ ・ ハッテンドーフ　
         出演︓ジミー ・ ツトム ・ ミリキタニ

蘭越
17( 土 )7( 水 )

ニセコ
フットパスセミナー
「フットパスによる地域活性化の展開」

24( 土 )
倶知安 鼓魂東西～和太鼓の響演～

4(日 ) ～
倶知安 イモナンデス !岩宇食材 14(水 )

倶知安 アイヌ文化研修会

3(土 )
倶知安

アート・シネマ館
「ミリキタニの猫」

17(土 )
倶知安

ワークショップ
「木版リトグラフ」

10(土 )
倶知安

アート探訪＜みて・きいて＞21
「スーラ～点描の画家」

24(土 )
倶知安 ミュージアム・コンサート

米 -1グランプリ in らんこし

元気です北海道号
広域
17( 土 )

「コンセール・アミ～オータム・コンサート 2018」

■小川原脩記念美術館　北 6東 7-1　　　
　　　　　　　　　　　0136-21-4141

フランスの画家スーラは、 印象派の画家たちが用いた＜筆
触分割＞を推し進め、＜点で描く＞画期的な技法を生み
出し、色彩の効果を高めました。いわゆる新印象主義です。

11 月 10 日（土）14︓00 ～ 15︓00
場所︓小川原脩記念美術館　映像ルーム
お話︓柴勤　
料金︓無料

■小川原脩記念美術館　
　北 6東 7-1　　　
　0136-21-4141

＜リトグラフ＞とは、 もともとは石や金属の板の上に絵具で絵を
描き、 それを刷りとる版画の一種で、 鮮やかな色彩を表現で
きます。 今回は石の代わりに、 木の板を用いましょう。

11 月 17 日（土）10︓00 ～ 16︓00
場所︓倶知安風土館研修室
料金︓無料
講師︓府川誠さん（版画家）
※応募制。
　 10/15 より先着 15 名

■小川原脩記念美術館　
　北 6東 7-1　　　
　0136-21-4141

札幌を拠点に多彩な音楽活動を展開する「コンセール・アミ」
テノールの佐藤さんを中心に、 クラシックから童謡まで、 国
内外の美しく楽しい音楽の世界が繰り広げられます。

11 月 24 日（土）14︓00 ～ 15︓00
場所︓小川原脩記念美術館　ロビー
料金︓無料
コンセール ・ アミ︓佐藤貢さん（テノール）、 丸山みゆきさん

（ヴァイオリン）、 吉田聖子さん（クラリネット）、 塚越由り映
さん（ピアノ）、 柴瑞穂さん（ピアノ）

■小川原脩記念美術館　北 6東 7-1　　　
　　　　　　　　　　　0136-21-4141

毎週水曜
倶知安

Comparing specialty coffee
SPROUT のスペシャルコーヒーの味くらべ

スペシャルティコーヒーを様々な方法で味比べ。
産地によって異なるきれいな味わいのコーヒーをこの機会に体
験してみてください。
時間︓①10︓00 ～ 11︓00　
        ②14︓00 ～ 15︓00
定員︓なし　
料金︓500 円　
事前申し込み︓不要

■SPROUT  北 1 西 3-10　
　0136-55-5161  mail@sprout-project.com

場所︓北海道インターナショナルスクールニセコキャンパス
　　　　（ニセコ町字富士見 12 番地）
時間︓10︓00 ～ 14︓00
※お車の場合は「町民センター駐車場」をご利用ください。

場所︓ニセコ町民センター（ニセコ町字富士見 95 番地）
講師︓Sam Phillips, Randal Metzger（通訳付き）
参加費︓1000 円（資料代、 通訳料）
申込︓（株）ニセコリゾート観光協会
　　　　　master@niseko-ta.jp
         ニセコフットパス協会　工藤　090-8903-5705

場所︓杏ダイニング（山田 183-43 木ニセコ 1 階）
日時︓4 日（日）5 日（月）
 　　　　11︓30 ～ 15︓30
メニュー︓
・ 共和町チーズを使ったイモナンデスピザ
・ 神恵内産サクラマスのドライカレーと
　　共和町産チーズのイモナンデスはさみ焼き
・ 岩内産真イカと泊産ホタテのスープカレーと
　　イモナンデス

（各 500 円）

今年度で閉校する共和高校と
杏ダイニングのコラボメニューです。

時間︓開場 16︓00　開演 16︓30
場所︓文化福祉センター
チケット︓一般 1500 円（当日 2000 円）
　　　　　　高校生以下 500 円
販売所︓はんこ広場倶知安店（南 1 条西 1 丁目）
　　　　　　倶知安観光協会（北 1 条西 2 丁目）　
■Mt. Youtei Jr, Jazz School 運営委員会
　090-1649-7686

北海道観光振興機構アイヌ文化分科会では、 アイヌ文化に
関する正しい知識を深めていただき、 独自の文化であるアイ
ヌ文化を国内外にアピールするべく研修会を開催しています。
時間︓13:30 ～ 15:00
場所︓中小企業センター 「ホール」
　　　　（南 2 条西 1 丁目 32）
参加費︓無料
定員︓50 名（先着順）
講師︓秋辺日出男　氏

■申込
北海道観光振興機構
FAX 011-232-5064
y_narukawa@visithkd.or.jp

全道各地から和太鼓団体が倶知安町へ終結︕
北海道最大級の和太鼓の祭典

時間︓開演 11︓00
場所︓文化福祉センター
入場料︓500 円
　　　　　　中学生以下無料

■問い合わせ
　くっちゃん羊蹄太鼓
　保存会「鼓流」
　080-6074-0574
　koryu693@gmail.com

JR 北海道が地震後の観光振興としてノースレインボー EXP
車両を使用した日帰りツアーを実施し、 ニセコエリアにいらっ
しゃいます。
詳しくは、JR ホームページ 「旅の予約サイト」 をご覧ください。

おいしいお米 ・ 日本一を決める米コンテスト。
お米に関するクイズ大会等も開催されます。
場所︓蘭越町山村開発センター（蘭越町 258）
時間︓11︓00 ～
主催︓米ー１グランプリ in らんこし実行委員会事務局
　　　　0136-57-5111

数量限定


