
NHK札幌放送局

https:ノノWWW.nhk.or.jp/hokkaido/'

VRで放送体験!カルチャーナイト

2020NHK札幌放送局特設ページ

見学ができない今だから、スマホやPCでNHK
札幌放送局を肪ねてみよう! VRカメラがNHK
ニユースの取材からスタジオ放送まで潜入!

いっしょに放送現場を体しよう。

NT「ドコモ北海道支社

回

回
NT「ドコモの「CSR(企業の社会的

賓任)」つてなあに?

あんしん・安全、よりよい明日へ向けた持続可
能な社会の実現のため、 NT「ドコモはCSR活
動を実施しています「超まじめ」な画をぜ
ひご視聴ください

お掃除専門コンフォートライフ

札幌管区気隷台

田
気魚台からは毎日、大きな風船が放たれてい
ます。実はこの風船が0000に役立ってい
てーーーいったい、何に役立っているのか!?風船
を放つまでの側もお見せします!

気隷台から放たれる風船の正体は!?

お掃除がもっと楽しくなるj

親子でお掃除グッズを作って

お掃除してみよう!

除道具って自分で作れるの?作れちゃうんで
す!親子で楽しく作ったあとは、楽しくお掃除
してみよう!自分で作れば楽しさ倍増j お掃除
が好きになっちゃうかも!?

【実験】ペットボトルで雲を

^作ってみよう!!ほか(協力:日本気隷予報士会)

カトリック北一条教会

台から観測の気球が飛んで行った空に浮
かんでいる雲雲はどのようにできる?準備は
ペットボトルと炭酸キーパーヘットボトルだ

けで、できる方法も紹介するよ!

献堂100年、

、札幌景観資産に指定されている
カトリック北一条教会聖堂を紹介

札幌大学

囲
JR札幌駅で皆さんをお迎えする

この像は何?誰が作ったの?

聖堂の歴史、外観と聖堂内部、ミサの様子など
を紹介します。

札幌高等裁判戸斤札幌地方裁判i斤
札幌家庭裁判所

JR札幌駅にある「イランカラプテ像」の由来と、
像を設する札幌大学ウレシパクラブ、ウレシ
バクラプの活動、舞踊などについて、画像と音
楽で紹介します。

カトリック北一条教会のー゛
聖堂内の天井装飾などを紹介

知つているようで

@知らないことがいっぱい!
「ドラマで見るあれつてないの?」

意外と気がつかない100
年前そのままの天井装飾、
聖画と御像、ステンドグ
ラスなどをオンラインで

見られます。

知っているようで知らない法廷や裁判所のあれ
これをクイズ形式で出題。あなたは何問正解で
きるかな?

ポーカロイドで作詞・作曲に挑戦!
^

バラバラの言葉を

どうやって曲にするの?

札幌国際プラザ

ボーカロイド楽曲をみんなで作ります。学生一
人一行の曾葉をつないでーつの歌詞に。それに
先生が作曲・編曲して初音ミクとSACHIK0が
歌います札幌大学の授業です。

意外と知らない世界のスポーツ

^むずかしいクィズにチャレンジ!君は満点取れる?!

KA正IDOSCOPE(カレイドスコープ)

オ
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札幌市中央卸売市場

世界のスポーツに詳しい?アメリカ、韓国、中国、
ドイツ、ロシアの国際交流員が用意した超難しいク
イズにチャレンジしてみよう!全問解けたら天才!

囲
札幌市の食の拠点へ潜入「ワクワク、

ドキドキ、おいしいを発信Ⅱ
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7月17日(金)17時から一斉配信

札幌を中心に活動している3人の作家による作
品紹介のほか、作業の生配信もお楽しみに1

KA正IDOSCOPE@りモート

札幌市生涯学習センターちえりあ

札幌市内の青果物・水産物の流通の拠点である
中央卸売市場を紹介。普段入ることのできない
市場を新鮮な野菜と鮮魚を使っておいしく楽し
く、ご紹介します!

札幌市中央図書館

囲
ちえりあホール探検し隊

~あなたを照らす欣丁り」のヒミツ~

囲
六軒村エンロケン

ギャラリー&カフ工自休自足ハ

7月17日(金)18~20時まで

「カルチャーナイト2020ライブ」@知事公館

18:00島オープニング MC石宜子

18:05、メッセージ出演:鈴木直道北海道知事、秋元克広札幌市長

8:15,コンサート前編出演'トンコリ&カンテレユニット「ポロ」

18:30、知事公館へようこそ1 館長のガイドで知事公館の魅力を紹介

出演:山下哲也(知事公館館長)

8.40島地元YOUTuberに聞いてみよう!夢を実現するチャレンジの日々を語ります

出演:ゆめりこln札幌

18:55,コンサート後編出演:トンコリ&カンテレユニット「ポロ」

19:00,SDGSトーク SDGSの視点から語る、地域や社会のチャレンジ

出演:水野雅弘(株式会社TREe

19:20夢ミライトークらしと社会を元気にするICTの可能性

出演:水野雅弘、山本強(カルチャーナイト実行委員会委員長)

声とことぱ塾

105歳笹本恒子写真ギャラリー&たけだりょ
う押し花ギャラリー、ものつくり押し花、ポー
セラーツ、石の時計づくりなど。

(提携ギャラリー/島の駅利尻)

渡辺淳一文学館

学校の吹奏楽や合唱の定期演奏会、ピアノや
ダンス、演劇などの発表会で人気のちえりあ
ホール。出演者を照らす「灯り」のヒミツを探
ります。

...

囲

マスクをしているあなたの声、

相手に届いていますか?

マスクをしたままでも、大声を出さなくても、

遠くまで届く、信頼感のある美しい声を作リま
しょう。良い姿勢と深い呼吸、響きのある発声
法、活舌改善の基本をぜひご一緒に!

札幌市豊平館

オンライン書庫ツアー~図啓館の裏

側ってどうなってるの?~

読みたい本が見当たらず、職員に聞いたら「そ
の本は書庫にあるので持ってきます」と言われ
たことはありませんか?轡庫ってどこ?どんな

本があるの?そんな疑問に答えます。

STV札幌テレピ放送

テレビ・ラジオの裏側を大紹介!
@ 「どさんこワイド」スタジオでは、

どんなことをしてる?

アナウンサー・カメラマン・ディレクターなど。

1つの番組を放送するために、誰が、どんなこ
とをしているのか?普段お見せできない場所も
福永アナウンサーがご紹介します!

サッポロファクトリー

囲 豊平館の魅力再発見

琴アンサンブル「彩の会」

中島公園にある豊平館ってどんな施設?読み方
は?見どころは?この施設を知ると、北海道、
札幌の開拓の始まりと当時のロマンを感じるこ
とができるはず!

和楽器を学ぽう!

ー、琴(箏)、琵琶、三味線の弦はそれぞれ
何本あるでしょう?

普段あまり触れることのない和楽器の詳しい紹
介とともに、ロイトン札幌での「第2回和楽
器わいわいコンサート」の舞台映像を見ながら
楽しく解説します。

札幌市博物館活動センター

見忘れち"つた!を防ぐために

YOUTubeカルチャーナイト公式の

「チャンネル登録」、
公式サイトのプ,ツクマークをしてね

https:ノノWWW.culture・night.com

札幌市民ギャラリー

禎心会ケアセンター栄町

あなたも癒しの達人に!?

スウエーデン生まれの癒しの術

「タクティールケア入門」

当センターは「高齢者」と「障がいのある方」
が暮らす複合施設です法人全体で取リ組んで
いる「タクティールケア」を学ぴ、あなたも
「癒しの達人」を目指してみませんか?

白い恋人パーク

田
館内探検&VVEBナゾトキ
「星降る夜の招待状」

#やってみよっ

ベターホームのお料理教室

...

ナゾの招待状に誘われて行ったギャラリーに
は、不思議な絵が並んでいた。読み解いた先に
待つものとはーーー?

#セミナー

囲
札幌市博物館活動センターの

裏側ってどうなってるの?

圃
親子で作ろう!かんたん!おいしい!

ベターホームのわくわくピザ教室

サッポロファクトリー

@ジャンボクリスマスッリー物語、
12月26日以降どうなる?

札幌市博物館活動センターでは、どんなお部屋
があって、どんなことをしているんだろう?施
設の裏側を、特別に探検してみよう。

粉からこねて、 2種類(トマトチーズ・コーン
マヨ)のピザを作ります粉をこねるのも、発
酵するのも1枚のポリ袋の中遊ぴ感覚で、楽
しく、本格的なピザを作りましょう!

札幌市民防災センター

毎年、ひろおサンタランドから寄贈されるトド

マツの木。主役の役目を果たしたあとは、環境
保全への取リ組みとしてりサイクルしたり、子

ども向けの木育活動に活用しています。

JR北海道・JRタワー

囲

囲

圃
レンジで1分1オーブンいらずの
かんたん蒸しパンを作ろう!

札幌市民防災センターを

のぞいてみよう!

さまざまな災害の模擬体験を通して学ぶことが
できる施設です。

石屋製菓工場見学!

バウムクーヘンのひみつ

石屋製菓の大人気お菓子バウムクーヘンの工場
を紹介します。

クルクル混ぜて、レンジでチン!ホットケーキ
ミックスで作る簡単なおやつです。今回はレー
ズン、ハムチーズ、黒糖、オレンジヨーグルト
の4種類を紹介します。

囲

ドニワ部

札幌市役所

UHB北海道文化放送

「縄文太鼓」に集う仲問たち、^

ドワ部的な感じで

北海道新幹線ショートムービー

まもなく、青函トンネルに入ります。

北海道と本州をつなぐ青函トンネル。トンネ
ルを走る北海道新幹線の車内はとっても静か。
いったいどうしてだろう?北海道新幹線と青
函トンネルの秘密に迫ろう!

Tvhテレビ北海道

囲

國

囲
ひとつの鍋で簡単に1スピードー品

弁当~照り焼きチキン弁当~

縄文土器を模し、エゾシカ
の革を張った「縄文太鼓」。
その音色に誘われイロイロ
なものが集まっているとか
いないとか

アナウンサーによる

絵本の読み聞かせ

普段見る機会がない市長室のほか、議場や屋上
など、札幌市役所の内側を撮影した映像を、カ
ルチャーナイトの夜限定でお送リします。

札幌市役所オンライン見学ツアー

@

石野智子アナ「サケの旅」「セクつぺと下駄」、
柴田平美アナ「ピッコロとフォルテ」「きぽりの
ひぐまるとしゃけぞう」、千須和侑里子アナ「が
まぱあさん」お子様と一緒に見たり、寝る前の
子守唄感覚で聴いたりと、ぜひご活用ください。

毎日のお弁当作りはとても大
変!忙しい朝でも、手軽におい

しく、しかも栄養、彩り、ボ
リユーム満点のお弁当を作りま

しょう。照リよく仕上げるコツ
や、詰め方もぜひご参考に。

「駅で出会える、アート」
^

JRタワ一のアート作品を

さがしてみよう

サッポロにあるテレピ局Tvhを、勇者シロク
マセブンが冒険。アナウンサーたちと出会いな
がら、テレピ局について、また番組が作られる
しくみをゲーム感覚でご紹介。

シロクマクエストTvh篇

圃
ドニワ的アンギン編みで

コースター作り

JRタワ一にはさまざまなアート作品があります。
待ち合わせのシンボルだったり・・・・・ここにもそ
こにも、いろんなシーンで出会えるアートをさ
がしましょう。

こどもたちが大笑!話題の絵本を

圃測琵樂擶畿"■圃中村剛大(なかむらごうた)アナが全
力で読みます!

道総研

北海道に自生するクランベリー

「昔食べてし寸Uつて本当?...

「おいしい」つて本当?

北海道の開拓当時から昭和中期まで、入植者は
身近に自生しているクランベリー(ツルコケモ
モ)を食用に利用していました。ツルコケモモ
の当時と今のお話をします

道庁男声合唱団&まうぴりか

0

縄文時代からあったと言われる「アンギン編み」
でコースターを作つてみましょう。

※ドニワ部オリジナルアンギン編み機を事前に
レンタルできます。

お問い合わせメール:info@donivvab.com

才
.

北海道察本部

「えがないえほん」つて知っていますか?子ど
もたちに読むと絶対と言っていいほど大爆笑す
る話題のえほんです。大人も笑ってしまうかも!

囲 渡辺、一文学館探、

禎心会介護老人保健施設ら・ぱーす

スウエーデン王国
財団法人シルヴィアホームにおける...

認知症緩和ケア理念について

当法人で取り組んでいる「認知症緩和ケア理
念」について、その概要と実践について学んで
みませんか?キーワードは「私たちの手はう
しろーーー」

ー゛

圃
運動不足解消!ひちょり体操
みんテレスペシャル12

北海道察音楽隊&

カラーガード隊の演奏演技

飲酒運転防止啓発音楽劇、児童連れ去り被害防
止啓発音楽劇、カラーガード隊の演技、シンバ
ル演技をご覧ください。

男女の愛を描き続けた作家・渡辺淳一の作品と
生涯に触れる渡辺淳一文学館を、画像・映像で
探訪していただきます。

北海道立近代美術館

UH8情報番組「みんテレ」と森本稀哲さんが
コラボ!器用さを養う「ヘハ歩き」、バランス
と柔軟性を養う「シコふみ」、肩の柔軟と体幹
を鍛える「ぎゃく歩き」、股関節の柔軟「くる
ぶしタッチ」。

オススメしません!ドニワツアー

{道北編】

ドニワ部員が体を張って体験してきた北海道
(道北)の遺跡・博物館などを巡るドニワツアー
のご紹介です。

ー゛

ー゛

アートギャラリー北海道

「ディマシオ美術館コレクション」展

道内の美術館が連携し、アートでつながる「アー
トギャラリー北海道」令和2年度企画「ディ
マシオ美術館(新冠町)コレクション」から、
作品の魅力をご案内します。

@

道職員の現役・OB・OG・団友の

合唱団による演奏

2018年、 2019年に道庁赤レンガで演奏した
曲の一部をお送りします。

期問限定の察犬キャラクターが「鑑識の仕事」
と「察犬の活動」について紹介します

鑑識のお仕事

日本聖公会札幌聖ミカエル教会

囲
札幌聖ミカエル教会?拝堂

60年のあゆみ

バランスと足の筋力UP 「片足スクワット」と、
肩の柔軟と体幹を鍛える「おもてうらターン」、
バランスと脇腹の柔軟「片足のぴ」、股関節の柔

「かにダンス」、肩の柔軟と足の筋力UP 「ム
ネはりスクワット」、足の筋力UP ルやがみ歩き」。

日本郵便北海道支社

田

アントニン・レーモンド設計。勾配が変化する
大屋根、れんがの側壁、幾何学模様のガラス
窓、トドマツの丸太組。札幌市民とともに歩ん
だ60年問をスライドシヨーで紹介します。

ぷろぐれっしょん

「北海道」の名前をつけた人はだれ?

バーチャルかるたで、

めざせ北海道博士!

北海道の文化、自然、歴史、食べ物・・・。知識
がいっぱいの刷助Ⅲ尹道カルタ」を紹介。きれい
な絵キLを鑑賞しながら、かるた取りを楽しもう!

北海道新聞社

圃
世界に一枚だけのお手紙

「絵手紙」で想いを伝えてみよう!

「カードの情報が漏れている被害防止のため、
通帳・キャッシユカードを預かる」などと言わ
れて偽察官にキャッシュカード等をだましと
られる預貯金詐欺の手口をご紹介します。

通帳、預かります

HTB北海道テレビ

囲

今は直接会えない大切なあの人に、手紙で会い
に行きませんか?ご自宅で誰でも簡単に描け
る絵手紙を動画でご紹介します!

圃

北海道新聞で連載中のほなぶんクイズ」に親
子で挑戦してみよう!動画にはプレゼントが当
たるヒントが隠されているよ。

まなぶんクイズに挑戰しよう

YOUTube公式チャンネルなどで展開している

「てをあらon」 ronion ちゃんたいそう川な
どのVvebコンテンツを集めて紹介します。

北海道を元気に

@ インターネットを利用した犯罪手口

のご紹介「悪質金銭要求の手口」編

ホームページ閲覧中、突然、画面に「あなたの
コンピュータでウイルスが見つかりました」と
いう表示と指定された電話番号・ーー実際に電話
したらこんなやり取リが!

北海道青少年会館

Compass(コンパス)

末日聖徒イエス・キリスト教会
札幌西ステーク

北海道議会

先祖「つながる家族」...

北海道立消費生活センター

商品テスト室のエックス線の世界
@ ~君はわかるかな?身近なものに隠

(かく)されたひみつ~

北海道立消費生活センターの施設紹介、商品テ
スト室内のX線機器と紫外線鑑別機を使用した

身近なものに係るクイズ。

囲
道議会の役割やこれまでのあゆみを

映像でご紹介

札幌市内を一望する真駒内の丘!そこに建つ音
楽ホール、プール、体育館、研修室、宿泊棟を
有する滞在型複合施設をご案内します。

北海道博物館

家族みんなでおうちミユージアム

囲 ぐるぐるまきの

アンモナイト折り紙を折ろう!

北海道博物館の収蔵庫には、大小さまざまな
アンモナイトがたくさんあります。ぐるぐるま

きのふしぎな形を再現した北海道博物館オリジ
ナル折り紙にチャレンジしよう!

HBC北海道放送

見るとほっこり!思わず笑顔に!
「北海道3大かわいい動物」つて、
なあに?

北海道にしかいない「かわいい動物」つて知っ
てるかい?HBCがお届けする「北海道3大か
わいい動物プロジェクト」の蔵出し映像。親子
でニコニコ!君が選ぶべストカットは?

北海道の苗字、家紋、戸籍など数種類の動画を
通して自分のルーツを探すことにより、自分と
家族の結ぴつきを考えます

やわらぎ斎場厚別西

お式が終わったらスタッフは何してる?

@裏側まで見れちゃう
館内案内ツアーにご招待!

普段のお仕事内容が垣問見え、斎場の中ものぞ
けちゃうご案内ツアーにあなたも出掛けません
か?抽選で、おうち時問の楽しいひとときをお
手伝いするプレゼントが当たる企画も!

村店

2020年5月、新庁舎に移転しました新庁舎
では開かれた議会を目指し、手続きなしに1階
道民ホール、食堂、 6階スカイギャラリー等へ
自由に入ることができるようになりました。

・図゛

北海道立文学館

北海道の文学をもっと知ろう!

囲 最初の一歩編

北海道立文学館常設展ご案内

林野庁北海道森林管理局

道立文学館の常設展門ヒ海道の文学」の明治・
大正期よりクイズをまじえながらガイドします。

回
紙芝居「シンタローのほうけん」
【第1話~第3話・見どころ解説

北海道立三岸好太郎美術館

文章・絵ともに職員が作ったオリジナルの紙芝
居を、動画にしてお届けします。森林について
学べる、解説付きです!子どもから大人まで、
ぜひご覧ください。

囲 mima三岸好太R 美術館の紹介

三沫好太郎の生涯と作品を、美術館の所蔵品で
たどります。

六軒村エンロケン
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