資料６－１
平成２９年度 「民族共生象徴空間」及びアイヌ文化の振興・普及啓発に向けた取組
名称等

実施時期等

・国内線
イランカラプテキャンペーンイ
・国際線
メージソングの機内放送
H30.1

H29.12
H29.12～

開催場所等

内容

機内誌による普及啓発

通年

機内誌による普及啓発

通年

機内オーディオ・チャンネル「日本の歌」で「イラ
ンカラプテ～君に逢えてよかった～」の
トワエモワ歌唱バージョンを放送
航空機の着陸態勢に入る際、シートベルトを締める
北海道内６路線機内（新千歳から函
注意音が鳴り終わってから、ＣＡが着席するまでの
館、利尻、釧路、女満別、稚内の往復
間（３０秒～３分位）、「イランカラプテ～君に逢
便）
えてよかった～」をＢＧＭにて放送
機内誌名【ｒａｐｏｒａ】「ラポラ」とはアイヌ語
で「はばたく」を意味する「ラポラポ、ラポラポ
ラ」が語源であることを掲載
ＡＩＲＤＯ機内誌ｒａｐｏｒａにイランカラプテ
キャンペーンのロゴマークと応援メッセージを掲載

ＰＲ事業ポスターの掲示

H29.1～

全支店

調査レポートへの記事掲載

H29.1

道内企業の動向や北海道経済の見通し 「ほくよう調査レポート」巻末コラムにて、「民族
などを定期的に発表している「ほくよ 共生象徴空間」の関連記事を掲載
う調査レポート」（取引先配布、支店
窓口配備）

新入行員研修会での講演開催

H29.4

イランカラプテキャンペーンイ
H29.11～
メージソングの機内放送

国内線及び国際線機内

ホームページ「JCB北海道サイ H25.11～H29.9
ト」でのアイヌ文化紹介

自社WEBサイト

ホームページ「JCB北海道サイ H27.2～H29.9
ト」でのアイヌ文化紹介

自社WEBサイト

車内誌 THE JRHokkaido
への連載記載
札幌駅における協力

弊社新幹線・在来線特急に搭載

特急すずらんで行く
化体感と白老牛

H24.4月号から毎月掲載中
H26.2.2より継続中

アイヌ文 H30.3.31まで発売

特急すずらんで行く アイヌ文 H30.3.31まで継続掲出
化体感と白老牛 ポスター掲出
民族共生象徴空間ポスターの掲 H29年度下期で計画中
出

北洋銀行全169店舗にて、ＰＲポスターを各店舗1
枚掲示

北海道博物館副館長 中村 亘氏を講師にお招き
し、全道に配属される新入行員向けにアイヌ文化を
紹介する講演を行っていただきました。
「北海道の地名や言葉をきっかけに ～アイヌ文化に
触れる～」と題し、言葉を切り口にアイヌ文化を紹
介。
「アイヌ伝統工芸を彫り継ぐ、織り継ぐ」と題し、
伝統工芸について紹介。
アイヌ文化の紹介を対話形式で掲載。

主催者

お問い合わせ先

日本航空(株)

全日本空輸(株)
ＣＳＲ企画推進室
（株）ＡＩＲＤＯ 社会貢献推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（011-804-6690）
ＣＳＲ企画推進室
（株）ＡＩＲＤＯ 社会貢献推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（011-804-6690）
株式会社北洋銀行 公務金融部
（011-261-1325）
株式会社北洋銀行 公務金融部
（011-261-1325）

北海道銀行

地域振興公務部
（011-233-1274）

株式会社ジェー
シービー

株式会社ジェーシービー
北海道営業部/西郷
（011-271-1326）
株式会社ジェーシービー
北海道営業部/西郷
（011-271-1326）
011-700-5774(営業
部)
011-700-5774(営業
部)
011-700-5774(営業
部)

株式会社ジェー
シービー

北海道旅客鉄道
(株)
札幌駅西改札側コンコースに設置
イランカラプテ像の設置
北海道旅客鉄道
(株)
弊社駅・ツインクルプラザで発売中
日帰りで白老へ行くツアー アイヌ民族博物館の入 北海道旅客鉄道
館と牛の里の昼食をセットにしたJRきっぷ付き旅行 (株)
商品
弊社有人駅・ツインクルプラザで掲出 上記旅行商品のB1ポスターを弊社有人駅で掲出。掲 北海道旅客鉄道
中
出部数は100部。
(株)
弊社有人駅で掲出予定
北海道庁作成の「民族共生象徴空間」ポスターを弊 北海道旅客鉄道
社内駅で掲出協力。期間：11月頃から1ヶ月で予
(株)
定。

011-700-5774(営業
部)
011-700-5774(営業
部)
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主催者

お問い合わせ先

ほっかいどう遺産WAONの寄付 H29年度
金による助成

北海道のイオングループ（イオン北海道株式会社、マックスバリュ北海道株式会社）は、
NPO法人 北海
ほっかいどう遺産WAONの利用金額の0.1％をNPO法人北海道遺産協議会に毎年寄付し、 道遺産協議会
北海道遺産の保全活動に役立てていただいております。前年に引き続き本年度の助成先とし イオン北海道㈱
て①「松浦武四郎が遡った渚滑川をアイヌ語地名で辿り地域資源として発信するプロジェク
ト」に５０万円 ②「アートによって白老・登別のアイヌ語地名と、地獄谷の魅力を発信す
るプロジェクト」に１５万円の助成を決定しました。

営業本部
エリア推進部
環境社会貢献部
（011-865-9404）

アイヌ文化体験イベント

イオンモール苫小牧

北海道胆振総合振
興局
協力：イオンモー
ル苫小牧（イオン
北海道）
胆振地区連合アイ
ヌ協会
サッポロビール
（株）

営業本部
エリア推進部
環境社会貢献部
（011-865-9404）

サッポロビール
（株）

北海道本社
（011-252-8241）

H29.10.29

イランカラプテキャンペーンロ H30.1.24～
ゴマークをあしらったオリジナ
ルデザイン商品の発売

主催は北海道胆振総合振興局（協力：イオンモール
苫小牧、胆振地区連合アイヌ協会）
目的
としては集客のあるショッピングモールでアイヌ文
化の紹介と2020年、白老に開設される民族共生象
徴空間をPRすること。内容はアイヌ古式舞踊やムッ
クリ体験、アイヌ文様の刺繍体験やパネル展などを
予定。
サッポロビールがキャンペーンロゴマークをあし
らったサッポロ生ビール黒ラベル・サッポロクラ
シック「北海道冬のまつり缶」（第４弾）を北海道
において数量限定（17,000ケース（350ｍ缶×24
本換算））で発売し、北海道内のビールユーザーや
道内の冬まつりの観光客にキャンペーンをＰＲ
・「民族共生象徴空間」開設1,000日前記念カウン
トダウンボード設置に係る協賛を行う。
・「民族共生象徴空間」開設1,000日前記念カウン
トダウンイベント(29/7/29)へ副代表住吉が参画
し、テープカット。

「民族共生象徴空間」開設
H29.7.29～
1,000日前記念カウントダウン
イベントへの協賛と参画

道庁赤れんが庁舎東側前庭

平成29年度アイヌ文化研修会

H29.11.14

札幌市内
バスガイドや通訳ガイド、ボランティアガイドなど
ＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤レンガ 観光従事者にアイヌ文化に関する正しい知識を深め
前
ていただくための研修会

平成29年度アイヌ文化研修会

H29.11.15

函館市内サン・リフレ函館

海外店舗でのアイヌ文化情報発 H30.3（予定）
信
平成30年度国の施策及び予算に H29.8.１～４
関する要望活動を実施

カナダ・トロント

植物学習・山菜採り

平取町

H29.4.29

内閣官房、文化庁、国土交通省

らーめん山頭火トロント2号店開店に伴い、アイヌ
柄タペストリー展示と情報発信
象徴空間の気運の醸成施策・整備推進に向けて要望
活動を行い、要望書を関係省庁へ提出
ウレシパクラブの会員向けイベント。ウレシパクラ
ブの学生が、植物のアイヌ語名や伝統的な利用法に
ついて解説を行うとともに、山菜採りを楽しむ

北海道本社
（011-252-8240）

（公社）北海道観 ０１１－２３１－２９０
光振興機構
０
（公社）日本観光
振興協会北海道支
部

㈱アブ・アウト

海外事業部
011（520）2015
北海道経済連合会 北海道経済連合会 地域
政策グループ
一般社団法人札幌 011－852－9335
大学ウレシパクラ （一般社団法人札幌大学
ブ
ウレシパクラブ）
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名称等

実施時期等
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内容
学生によるアイヌ古式舞踊披露、中川裕氏基調講演
、中川氏・大熊八甲氏、貝澤徹氏によるパネルトー
ク。
ウレシパクラブ会員向けのアイヌ伝統料理の体験型
イベント

第8回ウレシパ・フェスタ

H29.10.29

札幌大学

ウレシパ・ツアー

H29.11.19

白老町

小学校訪問

H30.2.5

大学近隣の小学校

カミマイウタ2017

H29.6.17

アイヌ民族博物館

カミマイウタ2017

H29.7.30

江差町文化会館・江差追分会館

カミマイウタ2017

H29.8.27

アイヌ民族博物館

アイヌ関連研究事業

Ｈ29.4～Ｈ30.2

アイヌ語指導者育成

Ｈ29.10～Ｈ29.12（期間
内に2泊3日のスクーリング
を3回）
Ｈ29.4～Ｈ30.2
（期間内に各地区12回）

札幌市

親と子のアイヌ語学習

Ｈ29.4～Ｈ29.12
（期間内に各地区24回）

札幌市、東京都中央区

アイヌ語入門講座

Ｈ29.5～Ｈ30.2
（期間内に各地区20回）

アイヌ語ラジオ講座

通年

札幌市、旭川市、苫小牧市、釧路市阿 入門者向けアイヌ語講座の実施
寒湖、白老町、むかわ町、東京都中央
区
初心者向けのアイヌ語講座をＳＴＶラジオから放送

アイヌ語弁論大会

H29.12.2

千歳市

アイヌ語上級講座

アイヌ古式舞踊披露、アイヌ語カルタなどを交えて
交流を行う。
アイヌ文化と江差追分をはじめとする江差の郷土芸
能の関係性を理解し次世代に歴史と伝統文化が正し
く継承されるよう連携協力を協定。双方の所在地で
互いの文化発信（公演）、体験プログラムの実施な
どで利用客への理解を図る
アイヌ文化と江差追分をはじめとする江差の郷土芸
能の関係性を理解し次世代に歴史と伝統文化が正し
く継承されるよう連携協力を協定。双方の所在地で
互いの文化発信（公演）、体験プログラムの実施な
どで利用客への理解を図る
アイヌ文化と江差追分をはじめとする江差の郷土芸
能の関係性を理解し次世代に歴史と伝統文化が正し
く継承されるよう連携協力を協定。双方の所在地で
互いの文化発信（公演）、体験プログラムの実施な
どで利用客への理解を図る
アイヌの社会や文化に関する総合的・実践的な研究
事業や出版に係る経費の一部を助成
アイヌ語の文法及び言語学の基礎を踏まえたアイヌ
語の効果的な指導方法等に関する講座の実施

札幌市、釧路市阿寒湖、白老町、平取 アイヌ語の中級話者を対象としたアイヌ語上級講座
町、浦河町、白糠町、東京都中央区
の実施
アイヌ民族の親と子を対象としたアイヌ語初級講座
の実施

アイヌ語による弁論大会の開催

主催者

お問い合わせ先

一般社団法人札幌
大学ウレシパクラ
ブ
一般社団法人札幌
大学ウレシパクラ
ブ
一般社団法人札幌
大学ウレシパクラ
ブ
共催
アイヌ民族博物館
江差追分会

011－852－9335
（一般社団法人札幌大学
ウレシパクラブ）
011－852－9335
（一般社団法人札幌大学
ウレシパクラブ）
011－852－9335
（一般社団法人札幌大学
ウレシパクラブ）
アイヌ民族博物館
0144-82-3914

共催
アイヌ民族博物館
アイヌ民族博物館 0144-82-3914
江差追分会
共催
アイヌ民族博物館
アイヌ民族博物館 0144-82-3914
江差追分会
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構

同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
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開催場所等

内容

アイヌ生活文化再現マニュアル Ｈ29.7（解説書発行・配
作成
布）
Ｈ29.7～Ｈ30.3（映像製
口承文芸伝承者（語り部）育成 Ｈ29.6～Ｈ29.12
（期間内に各地区15回）

アイヌの伝統的な生活文化について、映像と活字に
よる再現マニュアルを作成して関係機関に配布。
Ｈ29年度は「踊り編（浦河・釧路春採）」を配布
札幌市、帯広市、むかわ町、平取町、 ユカラ、カムイユカラ、ウエペケレ等のアイヌの口
浦河町、白糠町
承文芸を継承するための講座を実施

伝統文化（木彫・刺繍等）指導 Ｈ29.4～Ｈ30.3
者育成
（期間内に各地区12回）

道内15地区及び東京都中央区

伝統工芸複製助成

Ｈ29.4～Ｈ30.2

口承文芸視聴覚資料作成

Ｈ29.7～Ｈ30.3

風俗慣習に関する伝承事業

Ｈ29.4～Ｈ30.2

国内文化交流助成

Ｈ29.4～Ｈ30.2

国際文化交流助成

Ｈ29.4～Ｈ30.2

青少年国際文化交流研修事業

H30.1.7～12

伝統工芸展示・公開助成

Ｈ29.4～Ｈ30.2

アドバイザー派遣

通年

工芸品展

Ｈ29.10.14～12.17（道内 札幌市：札幌芸術の森美術館
会場）
Ｈ30.１.11～3.13（道外会 大阪府吹田市：国立民族学博物館
場）

アイヌ文化フェスティバル

Ｈ29.6.10
Ｈ29.7.15
Ｈ29.8.26
Ｈ29.10.29
Ｈ29.11.26

アイヌ文化の中核をなす音楽、舞踊、木彫、刺しゅ
う、編み物についての技術の伝承・保存する指導者
を育成するための講座を実施
アイヌの伝統的な工芸技術を伝承するために行う複
製品製作に係る経費の一部を助成。
ユカラをはじめとした口承文芸を題材としたアニ
メーション映像を制作し、ＤＶＤにして保育園、幼
稚園等に配布。
豊富な経験や知識を有するエカシ、フチからアイヌ
の風俗や慣習について継承する取り組みに係る経費
に一部を助成
アイヌ文化の伝承者などを招聘し、アイヌ語や民族
舞踊、木彫などを学習・鑑賞・体験する事業に係る
経費の一部を助成。
アイヌ文化活動に携わる個人または団体が、海外の
先住民族などと交流するための事業に係る経費の一
部を助成。
アイヌ文化の伝承・保存に関心のある青少年を募集
し、ハワイにおいてハワイアンと交流する中で文化
伝承・保存活動の先進事例を学ぶ。
アイヌ工芸品の展示・公開を行う事業に係る経費の
一部を助成。
アイヌの伝統や文化、技術を学ぼうとする文化団体
や学校の要請に応じて、専門的な知識や技術を有す
るアイヌ文化活動アドバイザーを派遣。
「現れよ。森羅の生命―木彫家 藤戸竹喜の世界」
というテーマによる展覧会の開催。
熊や鹿などの俊敏な動きをとらえた初期作から、ア
イヌ民族の歴史を威厳をモニュメンタルに伝える等
身大人物像まで、約110点の作品を一堂に展示す
る。

名寄市：名寄市民文化センター
アイヌ古式舞踊をはじめとするアイヌ文化を総合的
札幌市：かでる２・７
に紹介するアイヌ文化フェスティバルを開催。
東京都品川区：品川区立総合文化会館
宮崎県宮崎市：宮崎市民プラザ
神奈川県相模原市：相模原市民会館

主催者
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構

お問い合わせ先
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171

公益財団法人アイ 同左
ヌ文化振興・研究 011-271-4171
推進機構
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名称等

実施時期等

博物館等アイヌ資料展示・公開 Ｈ29.4～Ｈ30.2
等助成

開催場所等

内容

アイヌ工芸作品コンテスト

Ｈ29.8.18～21
Ｈ29.8.26～29

博物館・資料館等が実施するアイヌ文化に関する体
験学習やアイヌ関係の所蔵資料の公開に要する経費
の一部を助成。
札幌市：かでる２・７
アイヌの伝統的な技術による工芸作品や現代的創作
東京都品川区：品川区立総合文化会館 作品のコンテストの開催。

アイヌ文化賞

Ｈ29.７.15（贈呈式）

札幌市：かでる２・７

広報情報発信
小中学校向け副読本の作成・配 Ｈ29.7
布
教員向け研修会

アイヌ文化普及啓発セミナー

アイヌ文化普及啓発講演会

イランカラプテキャンペーン

Ｈ29.8.24
Ｈ30.1.9
Ｈ30.1.10
（調整中）
Ｈ29.7.25～8.25
Ｈ29.8.7～8.10
H29.8.21～8.22
H29.8.24～8.25
Ｈ29.10.29
Ｈ29.11.17～18
Ｈ29.6.10
Ｈ29.8.26
Ｈ29.11.26
Ｈ29.5.8（ハワイ）
Ｈ29.9.18～20（札幌市地
下歩行空間）

永年にわたってアイヌ文化の向上、発展に努め、特
に功績のあった人にアイヌ文化賞等を贈呈し、その
功績を顕彰。
アイヌの歴史や文化を紹介したパンフレットの作
成・配布とホームページを活用した情報発信。
学校教育の場で使用される副読本を作成し、全国の
小中学校に配布。

東京都：アイヌ文化交流センター
釧路市：釧路生涯学習センター
伊達市：だて歴史の杜カルチャーセン
ター
山形県、札幌市（開催に向け調整中）
東京都：アイヌ文化交流センター
札幌市：かでる２・７
札幌市：かでる２・７
東京都：アイヌ文化交流センター
沖縄県：沖縄県立博物館美術館
室蘭市：胆振地方男女平等参画セン
ター
名寄市：名寄市民文化センター
東京都品川区：品川区立総合文化会館
神奈川県相模原市：相模原市民会館

教員を対象としたアイヌの歴史や文化に関する研修
会の実施。

公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構

お問い合わせ先
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171
同左
011-271-4171

学校教育・社会教育関係者などを対象に、アイヌの
歴史や文化に関するセミナーを開催。

公益財団法人アイ 同左
ヌ文化振興・研究 011-271-4171
推進機構

アイヌの歴史や文化をテーマとした講演会の開催。
（アイヌ文化フェスティバルと同時開催）

公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構

同左
011-271-4171

公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究
推進機構
北海道経済連合会

同左
011-271-4171

キャンペーンツールの作成配布。
ハワイにおけるアイヌ古式舞踊公演等（北海道とハ
ワイ州のとの友好連携締結の祝賀レセプション会
場）
空間の管理、自然素材の栽培育成・管理、ライブラ
リ事業、体験交流事業の実施。

伝統的生活空間の再生事業

白老町、平取町、札幌市、新ひだか
町、十勝（帯広市、上士幌町）

伝承者育成事業

白老町

イオル空間を活用して、アイヌ文化に関する知識や
技術を身につける事業。

平成30年度国の施策及び予算に 平成29.8.１～４
関する要望活動を実施
要請活動
H29.7.19

内閣官房、文化庁、国土交通省

象徴空間の気運の醸成施策・整備推進に向けて要望
活動を行い、要望書を関係省庁へ提出
全道商工会議所大会での議案内に「民族共生象徴空
間(国立アイヌ民族博物館・国立民族共生公園)に対
する支援」を採択し、国をはじめ関係機関に要請活

国・道・関係機関

主催者

同左
011-271-4171

同左
011-271-4171

北海道経済連合会 地域
政策グループ
北海道商工会議所 北海道商工会議所連合会
連合会
０１１－２４１－６３０
５
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名称等

実施時期等

アイヌ文化とふれあうツアーの H29.5～9
企画
アイヌ文化とふれあうツアーの H29.6
企画
アイヌ文化とふれあうツアーの H29.6
企画
アイヌ文化とふれあうツアーの H29.6
企画
アイヌ文化とふれあうツアーの H29.8
企画
アイヌ文化とふれあうツアーの H29.9
企画
アイヌ文化とふれあうツアーの H29.10
企画
アイヌ文化とふれあうツアーの H29.11
企画

「イランカラプテ」キャンペー
ン推進協議会

H29.5.29（終了）

森フェス２０１７summer

H29.7.23（終了）

開催場所等

内容

白老町、平取町

白老町や平取町などを巡り、道内のアイヌ文化を体
験するバスツアーを企画。平取町では、二風谷アイ
ヌ文化博物館の見学、白老町ではアイヌ民族博物館
で古式舞踊を鑑賞した。
平取町
平取町の町長が町内をするバスツアーを企画。町内
の重要文化的景観を紹介。また、平取アイヌ文化保
存会による「アイヌ古式舞踊」を鑑賞した。
平取町
平取町すずらん群生地などを見学するバスツアーを
企画。平取町内の重要文化的景観（オキクルミの
チャシ）を見学した。
平取町
平取町の重要文化的景観（オプシヌプリの夕日）を
鑑賞するバスツアーを企画・実施した。
平取町
平取町にてアイヌ民族の伝統儀式「チプサンケ」に
参加するツアーを企画・実施した。
平取町ほか
明治時代に北海道を探検した英国の女性探検家の足
跡をたどるツアーを企画。平取町二風谷工芸館にて
「アイヌ文様の木彫体験」、二風谷アイヌ文化博物
館の見学を実施した。
平取町
平取町を身近に見学・体験するバスツアーを企画
し、アイヌ伝統工芸体験としてムックリの製作体験
をできるものとした。
白老町ほか
野口観光、ノーザンクロスとの協働企画で、小学生
の修学旅行で定番となっているコーズを大人も楽し
むバスツアーを企画し、有島記念館、洞爺湖有珠山
ジオパークなどのほか、アイヌの歴史を学ぶため、
白老のアイヌ民族博物館を巡ることとした。
札幌第１合同庁舎１０階３号共用会議 民学官連携により展開している「イランカラプテ」
室
キャンペーンの平成2９年度活動計画を決定。
国営滝野すずらん丘陵公園

子どもむけイベント「森フェス2017summer」に
おいて、アイヌ民族博物館（白老町）の協力の下、
ムックリ演奏やクチャ（仮小屋）作り体験を実施。

主催者

お問い合わせ先

（株）シィービー （株）シィービーツアー
ツアーズ
ズ 企画部 山内
（株）シィービー （株）シィービーツアー
ツアーズ
ズ 企画部 山内
（株）シィービー （株）シィービーツアー
ツアーズ
ズ 企画部 山内
（株）シィービー
ツアーズ
（株）シィービー
ツアーズ
（株）シィービー
ツアーズ

（株）シィービーツアー
ズ 企画部 山内
（株）シィービーツアー
ズ 企画部 山内
（株）シィービーツアー
ズ 企画部 山内

（株）シィービー （株）シィービーツアー
ツアーズ
ズ 企画部 山内
（株）シィービー （株）シィービーツアー
ツアーズ
ズ 企画部 山内

内閣官房アイヌ総 内閣官房アイヌ総合政策
合政策室
室北海道分室
（011-709-5161）
国土交通省北海道 国土交通省北海道開発局
開発局
アイヌ関連施策監理官
（011-709-2311）
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内容

主催者

お問い合わせ先

VJ地方連携事業「複合市場北海 H29.10
道観光プロモーション」（３）
ATWS（Adventure Travel
World Summit）出展関連事業

アルゼンチンサルタ、釧路市、弟子屈 北海道アドベンチャートラベル協議会（HATA）と 北海道運輸局
町他
連携して、世界自然遺産である知床をはじめとする
６つの国立公園及び５つの国定公園に代表される北
海道の本物の自然、野鳥やアイヌ文化といった世界
でも北海道にしかないコンテンツで欧米からの誘客
を図るため、旅行会社関係者による地域視察と、モ
デルコースをＨＰ（ＷＥＢ）を通じて継続的に情報
発信をするとともに、世界の一流ネイチャーツアー
関係の旅行会社が所属する「アドベンチャー・トラ
ベル・トレード・アソシエーション（ATTA）」が
主催するワールドサミット（アルゼンチン）に出展
し、殆ど知られていない北海道の認知度向上及び誘
客促進を図る。

北海道運輸局観光部
国際観光課
011－290－2723

VJ地方連携事業「中国北海道観 H30.2
光プロモーション」中国教育旅
行関係者招請事業

北海道登別洞爺広域観光圏協議会関係 北海道登別洞爺広域観光圏協議会と連携して、中国
市町村、札幌
（北京）の学校関係者及びそのパートナーである旅
行会社を招請し、登別・札幌でのスキー学習や、ア
イヌ文化、有珠山ジオパークでの防災・減災教育な
ど、教育旅行としての北海道の素材価値を体験・視
察してもらい中国からの修学旅行の誘致を図る。
網走市、斜里町、釧路市、室蘭市、洞 北海道クルーズ振興協議会と連携して、秘境での探
爺湖町、苫小牧市、白老町、青森県等 検ツアーや、歴史や文化をテーマに特化したクルー
ズツアーを手がけるクルーズ船社のキーパーソンを
招請して、北海道の地理的環境や各港湾のスペック
に加え、周辺地域の観光魅力などを北海道の各港湾
が単体ではなく相互に連携してクルーズ船寄港地と
しての北海道の魅力をＰＲすることで、海外クルー
ズ船の北海道寄港誘致に繋げることで誘客促進を図
・札幌市役所本庁舎1階ロビー
先住民族であるアイヌ民族に対する市民理解の促進
・JRタワー1階西コンコース
を目的としてアイヌ民族を象徴するモニュメント
・中央区民センター2階区民ホール前 （タペストリー）を設置
札幌駅前通地下歩行空間（札幌駅側出 柱にアイヌ文様のタペストリーを設置するとともに
入口付近）
壁に「札幌の地名とアイヌ民族」紹介コーナーを設
置し、アイヌの歴史や文化等に関する情報を発信
さっぽろ夏まつり会場（大通公園8丁 さっぽろ夏まつりの「ふるさと北海道ＰＲステー
目 サッポロビアガーデンステージ） ジ」において、札幌市アイヌ文化交流センターの紹
介及びアイヌミュージックライブを実施
札幌駅前通地下歩行空間
さっぽろ雪まつりと連動して開催される「チ・カ・
ホ イベント」の中で、アイヌ文化交流コーナーを設
け、アイヌ伝統文化体験（ムックリ等伝統楽器実
演、文様制作、民族衣装試着等）や工芸品販売を実
施予定
札幌市アイヌ文化交流センター、各区 アイヌ語、手芸、工芸、料理等の体験講座等を実施
区民センター

北海道運輸局

北海道運輸局観光部
国際観光課
011－290－2723

北海道運輸局

北海道運輸局観光部
国際観光課
011－290－2723

札幌市

市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）
市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）
市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）
市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）

VJ地方連携事業「複合市場北海 H29.10
道観光プロモーション」（４）
クルーズキーパーソン招請事業

アイヌアートモニュメントの設 通年
置
アイヌの歴史や文化等に関する 通年
情報発信
札幌市アイヌ文化交流センター H29.7.26
PR事業
さっぽろ雪まつり「チ・カ・ホ さっぽろ雪まつり開催時期
イベント」でのアイヌ伝統文化
体験コーナーの出展（予定）
アイヌ文化体験講座の実施

通年（年18回前後を予定。
10/4時点で9回実施）

札幌市
札幌市
札幌市

札幌市

市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）
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実施時期等

アイヌ民族古式舞踊（輪踊り） 6/18
の実施

開催場所等

内容

主催者

お問い合わせ先

札幌市アイヌ文化交流センター

来館者等によるアイヌ民族の古式舞踊（輪踊り）を
実施

札幌市

札幌市アイヌ文化交流センター 7/16、8/20、9/10、
札幌市アイヌ文化交流センター
イベントの実施
9/17、10/14、10/15の
計6回
小中高校生団体体験プログラム 通年（65校を予定）
札幌市アイヌ文化交流センター

アイヌミュージック、古式舞踊、ムックリ、刺繍等
製作体験、昔話、昔遊び、紙芝居等を実施

札幌市

小中高校生に伝統楽器の演奏、古式舞踊の披露、ア
イヌ伝統文化の体験、展示解説等を実施

札幌市

札幌市アイヌ交流センターから遠隔地にあるなど、
体験プログラム参加が困難な学校に対し、出前方式
でのプログラム提供を実施
中央区民センター
地域の特徴的な民具を題材として民具づくり体験を
※2回目の会場も中央区民センターを 実施予定
予定

札幌市

札幌エルプラザ
自然素材を活用しアイヌの伝統料理の調理講習及び
※残り2回の会場も札幌エルプラザを 試食を実施予定
予定

札幌市

市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）

札幌市アイヌ文化交流センター

札幌市

市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）
市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）
市民文化局文化部文化振
興課
（011-211-2261）

小中高校生団体出前体験
プログラム

通年（30校を予定）

アイヌの民具づくり体験（予
定）

２コース、各５日間を予定
１回目：12/5、12/7、
12/12、12/14、12/19
※２回目は未定
アイヌ料理の調理と試食体験
4回を予定
（予定）
1回目：10/8
2回目：10/18
※残り2回は未定
アイヌの子どもの遊び体験（予 未定（２回を予定）
定）
市民へのアイヌ古式舞踊披露

H29.6.18

要望のある学校

植栽物を使ったアイヌの子どもたちの遊びの実体験
を実施予定

札幌市

さっぽろオータムフェスト会場（大通 さっぽろオータムフェスト来場者に向けて、女性20 札幌市
公園6丁目 野外ステージ）
名によるアイヌ古式舞踊（6つの踊り）を披露

札幌芸術の森美術館展覧会（木 H29.10.14～H29.12.3
彫家 藤戸竹喜の世界）

札幌芸術の森美術館

北海道を代表する木彫家として、またアイヌ民族の 札幌市
彫技を伝える芸術家として国内外から高い評価を得
ている藤戸竹喜氏の50年以上にわたる創作活動の軌
跡として、関連資料を含め約120点の作品を展示予
定
当該イベントのアトラクションとして、アイヌ古式 札幌市
舞踊を披露する予定

第43回「将棋の日」in札幌 公 11/5
開対局イベントアトラクション

わくわくホリデーホール（札幌市民
ホール）大ホール

サッポロフラワーカーペット
2017

H29.6.22～H29.6.25

常設展示

通年（月曜日を除く）

札幌市北３条広場（アカプラ）、札幌 当該イベントのメインカーペットに、「カムイの大 札幌市
駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）
地～nonno-pirka」というテーマで札幌アイヌ協会
がデザイン監修したアイヌ文様のフラワーカーペッ
トを、花びらを敷き詰め制作した。
また、会場にてイランカラプテキャンペーンのＰＲ
活動として、市民・観光客の方々に自由帳やポケッ
トティッシュを配布。
帯広市生活館
ホールに民具・衣装等を含むアイヌ資料を展示
帯広市

アイヌ文化交流会
～世界の先住民の国際デー～

H29.7.29～H29.7.30

とかちプラザ（帯広市）

「世界の先住民の国際デー」に先駆け、アイヌ文
化・歴史の紹介、体験教室等を実施

帯広市

市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）
市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）
市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）
市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）
市民文化局市民生活部ア
イヌ施策課
（011-211-2277）

教育委員会生涯学習部生
涯学習推進課
（011-211-3872）
経済観光局観光・MICE
推進部観光・MICE推進
課
（011-211-2376 ）

保健福祉部社会課
（0155-65-4146）
保健福祉部社会課
（0155-65-4146）
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平成２９年度 「民族共生象徴空間」及びアイヌ文化の振興・普及啓発に向けた取組
名称等

実施時期等

帯広市アイヌ生活文化展（アイ H29.10.1
ヌ文化にふれあう集い）
アイヌ文化月間
H29.10

開催場所等
帯広市生活館

内容
伝統工芸品の展示、カムイノミの儀式や伝統舞踊の
披露、伝統料理の試食、刺繍体験 など
生活文化展にあわせ、各館においてコーナーの設
置、パネル展などの催しを実施

伝統工芸展（移動展）

H29.11～H30.2

アイヌ刺繍教室（入門編）

H29.11（週1回、全4回）

帯広市内各施設（生活館、百年記念
館、図書館、児童会館、JICA帯広セ
ンター）
帯広市内各施設（小学校、生活館、と 展示ケースにて、民具・儀礼具等の展示を実施
かち帯広空港、市役所）を巡回
帯広市生活館
アイヌ文化の紹介を目的とした刺繍教室を開催

常設展示

通年（休館日を除く）

帯広百年記念館

常設展示室において十勝のアイヌ文化を紹介

アイヌ民族文化情報センター
通年（休館日を除く）
「リウカ」
アイヌ関連講座、企画展の開催

帯広百年記念館

アイヌ民族の歴史、文化などについて情報を提供

帯広百年記念館

イオル再生事業

帯広市、上士幌町ほか十勝管内

博物館講座においてアイヌ関連講座の開催、特別企
画展「アイヌ語で自然かんさつ展」開催
体験交流事業等イオル再生事業の実施

出前講座

通年

実施希望小学校等

実施を希望する学校や団体を訪問し、アイヌ文化を
紹介
「びらとり沙流川まつり」内でブースを出展し、展
示、木彫体験、踊りを披露し、民族共生象徴空間開
設に関するＰＲを行った。
札幌駅前通地下歩行空間においてブースを出展し、
展示、木彫体験、踊りを披露し、民族共生象徴空間
開設に関するＰＲを行った。

主催者
帯広市
帯広市

お問い合わせ先
保健福祉部社会課
（0155-65-4146）
保健福祉部社会課
（0155-65-4146）

帯広市

保健福祉部社会課
（0155-65-4146）
帯広市
保健福祉部社会課
（0155-65-4146）
帯広市
帯広百年記念館
（0155-24-5352）
帯広市
帯広百年記念館
（0155-24-5352）
帯広市
帯広百年記念館
（0155-24-5352）
財団法人アイヌ文 生涯学習部文化課
化振興・研究推進 (0155-65-4209)
機構
帯広市
生涯学習部文化課
(0155-65-4209)
北海道
アイヌ政策推進室
011-231-4111
（24-135）
北海道
アイヌ政策推進室
011-231-4111
（24-135）

「民族共生象徴空間」リンケー H29.9.17
ジ事業

平取町

「民族共生象徴空間」リンケー H29.9.18～H29.9.20
ジ事業

札幌市
札幌駅前通地下歩行空間

「民族共生象徴空間」リンケー H29.10.27～H29.10.29
ジ事業

台湾・台北市

台湾・台北市の微風百貨店においてブースを出展
し、展示、踊りを披露し、民族共生象徴空間開設に
関するＰＲを行う。

北海道

アイヌ政策推進室
011-231-4111
（24-135）

「民族共生象徴空間」リンケー H29.11.19
ジ事業

釧路市
イオン釧路昭和店

イオン釧路昭和店においてブースを出展し、展示、
木彫体験、踊りを披露し、民族共生象徴空間開設に
関するＰＲを行う。

北海道

アイヌ政策推進室
011-231-4111
（24-135）

「民族共生象徴空間」リンケー H30.1.12～H30.1.21
ジ事業

東京都
東京ドーム

東京ドームで開催される「ふるさと祭り ２０１
８」においてブースを出展し、展示、踊りを披露
し、民族共生象徴空間開設に関するＰＲを行う。

北海道

アイヌ政策推進室
011-231-4111
（24-135）

「民族共生象徴空間」リンケー H30.1.27
ジ事業

アメリカ合衆国・ホノルル市

北海道

アイヌ政策推進室
011-231-4111
（24-135）

「民族共生象徴空間」開設
1000日前カウントダウンイベ
ント

北海道庁前庭

アメリカ合衆国・ホノルル市のアラモアナショッピ
ングセンターにおいてブースを出展し、展示、踊り
を披露し、民族共生象徴空間開設に関するＰＲを行
う。
北海道庁前庭にて民族共生象徴空間開設1000日前

北海道

アイヌ政策推進室
011-231-4111
（24-135）

H29.7.29

のカウントダウンイベントを実施。札幌大学ウレシ
パクラブの踊りやサッポロビール様のご協力によ
り、カウントダウンボードの除幕を行った。
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平成２９年度 「民族共生象徴空間」及びアイヌ文化の振興・普及啓発に向けた取組
名称等

実施時期等

開催場所等

内容

主催者

「民族共生象徴空間」開設ＰＲ H29.8.9
イベント

札幌市
大通公園サッポロビヤガーデン
ふるさと応援ＰＲステージ

札幌大通公園「サッポロビヤガーデンふるさと応援
ＰＲステージ」を活用させていただき、民族共生象
徴空間開設をＰＲした。
クイズ、トンコリ、ムックリの演奏を披露した。

北海道

「イランカラプテ」キャンペー H29.4.21～H29.5.19
ンイメージソングの庁内放送
H29.8.29～H29.9.29

北海道庁
石狩振興局

「イランカラプテ～君に逢えてよかった～」を１２
時より庁内放送し、キャンペーンの周知を図った。

北海道

常設展示

通年（日、祝祭日を除く）

かでる２・７

アイヌ文化パネル展

H29.10.30～H29.10.31
（予定）

北海道庁

「アイヌ民族を理解するため
に」の改訂

H30.3（予定）

－

ホームページによる情報発信

通年

－

７階

１階

アイヌ民俗文化財調査業務委託 H29.5～H30.2

道内一円

アイヌ民俗文化財伝承・活用業 H29.5～H30.3
務委託

札幌市、苫小牧市、白老町、むかわ
町、浦河町、帯広市、釧路市

アイヌ文化財専門職員等研修

H30.2

札幌市

総合展示（常設展示）

通年

北海道博物館

【普及啓発資材の発行】
アイヌ文化紹介小冊子「ポン
カンピソㇱ」の発行

通年

北海道博物館

【インターネット上での情報提 通年
供等】
「ほっかいどうアイヌ語アーカ
イブ」の開設

北海道博物館

お問い合わせ先
アイヌ政策推進室
011-231-4111
（24-135）

アイヌ政策推進室
011-231-4111
（24-135）
北海道
アイヌ政策推進室
アイヌ総合センターにおいてアイヌ資料を展示
011-231-4111
（24-135）
北海道
アイヌ政策推進室
アイヌ文化を広く道民に紹介するパネル展
011-231-4111
（24-135）
北海道
アイヌ政策推進室
アイヌの人たちの歴史や文化、生活習慣などアイヌ
011-231-4111
の民族への理解を深めていただく小冊子を作成
（24-135）
北海道
アイヌ政策推進室
アイヌの歴史や文化等に関する情報をホームページ
011-231-4111
を通じて広く紹介
（24-135）
北海道アイヌ協会への委託により、アイヌ民俗技術 委託者：道教委
北海道教育庁文化財・博
に関する調査及び金成マツノート翻訳・整理を実施 受託者：北海道ア 物館課
し、アイヌ民俗文化財の保護に資する。
イヌ協会
011-231-4111
（内線35-61８）
北海道アイヌ協会への委託により、アイヌの基本的 委託者：道教委
北海道教育庁文化財・博
な生活用語や伝統的な風俗慣習及び民俗芸能につい 受託者：北海道ア 物館課
て保存伝承活動を行うとともに、伝承者を養成し、 イヌ協会
011-231-4111
アイヌ文化への理解促進及び保存伝承を図る。
（内線35-61８）
学芸員などの専門職員等が、アイヌ文化に関する有 北海道教育委員会 北海道教育庁文化財・博
形・無形の文化財の保存・活用の現状と課題につい
物館課
て、研究者等を講師に講演や講義等を行う研修会を
011-231-4111
実施する。
（内線35-61８）
総合展示室での全5テーマのうち第2テーマ「アイヌ 北海道博物館
北海道博物館アイヌ民族
文化の世界」等で、アイヌ民族の文化と歴史に関す
文化研究センター
る資料等を展示。
（011-898-0456）
「ことば」「衣服」などテーマごとにアイヌ民族の 北海道博物館
北海道博物館アイヌ民族
伝統文化をわかりやすく紹介するパンフレット（全
文化研究センター
9冊）を発行し関係機関及び学習等のため希望する
（011-898-0456）
学校・団体・個人に配布。
北海道博物館が所蔵するアイヌ語の音声資料を検索 北海道博物館
北海道博物館アイヌ民族
できるシステムをインターネット上に開設、アイヌ
文化研究センター
語などを一部音声付きでわかりやすく紹介した「ア
（011-898-0456）
イヌ語入門」ページも併設。
http://ainugo.hm.pref.hokkaido.lg.jp/html/00_00_00_00_00.ht
ml
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名称等
第10回企画テーマ展
「カムイとアイヌの物語」

実施時期等
H30.2.2～H30.4.8

開催場所等
北海道博物館

ミュージアムカレッジ
H29.6.11
「学校をつくる-近代北海道のア
イヌ民族による小学校設置の取
り組み-」

北海道博物館

ちゃれんがワークショップ
H29.10.22
「アイヌ民族の編みものをつく
るエムシアッの技術でブレスレッ
ト」
ミュージアムコンサート
H29.11.3
アイヌ音楽ライブ

北海道博物館

ちゃれんが子どもクラブ
H29.11.11
「アイヌ音楽 うたおう・おど
ろう・ならそう・ひこう」

北海道博物館

ミュージアムカレッジ
H29.11.19
「アイヌ民族の刀帯-その変化を
探る」

北海道博物館

アイヌ語講座
H30.2.24
「見てみよう！カムイとアイヌ H30.3.10
の物語」
H30.3.24

北海道博物館

ちゃれんが子どもクラブ
「アイヌ語であそぼう」

H30.3.3

北海道博物館

講演会
「アイヌの物語世界」

H30.3.17

北海道博物館

北海道博物館

内容

主催者

お問い合わせ先

アイヌ民族が伝えてきた物語などに描かれたカムイ
の姿や、カムイとアイヌ（人間）との関わり合いの
ようすを通して、アイヌ民俗の信仰や世界観を紹
介。
北海道の各地で移住者が増加した1890年代。幾つ
かの地域で、アイヌ民族自身のなかから、自分たち
の村に小学校を作ろう、という動きが見られるよう
になる。総合展示第2テーマで取り上げている帯広
の事例などを中心に、時代のなかを歩もうとした
人々の歴史をさぐる。
アイヌ民族の代表的な手工芸の一つに、刀帯や荷縄
などを作る編みの技術がある。今回は、その技術の
基本を習得することを目標に、ブレスレット作りに
挑戦する。午前中には樹皮繊維を用いてタテ糸を製
作し、午後にヨコ糸の編み込みに進む。

北海道博物館

北海道博物館アイヌ民族
文化研究センター
（011-898-0456）

北海道博物館

北海道博物館アイヌ民族
文化研究センター
（011-898-0456）

北海道博物館

北海道博物館アイヌ民族
文化研究センター
（011-898-0456）

アイヌ民族の伝統的な歌・舞踊は、今日まで各地の
個人・団体により伝承されてきた。過去の音源から
伝統的な歌・舞踊を忠実に再現し、さらにそれを発
展させることで高い評価を得ている女性ヴォーカル
グループMAREWREW（マレウレウ）が、さまざま
な楽曲を演じる。
アイヌの伝統的な歌・踊り・楽器を、かけ足で体験
する。鳥の鳴き声の歌、遊び歌、次々追いかけるよ
うに歌う「ウコウㇰ」という形式の歌、歌いながら
の輪踊りや動物のしぐさをおり込んだ踊り、ムック
リやトンコリといった楽器の入門編などの講座。
アイヌ民族の民具というと、むかし使われていたも
のという漠然としたイメージがあるかもしれない
が、実際には、時代の中で様々に変化し、現在まで
受け継がれてきた。今回は、男性が刀を身につける
際に用いる刀帯を取りあげて、その変化に迫る。
アイヌ口承文芸を題材にしたアニメーションやデジ
タルアニメを上映する。物語の内容や、アニメに登
場するモノについて解説を聞きながら、アイヌの物
語世界をのぞいてみる。最後は、アニメといっしょ
に、アイヌ語の発音練習もしてみる。
「アイヌ語ブロック」という４色のブロックを並
べて、いろいろなアイヌ語の文をつくり、アイヌ語
をたのしく学ぶ。
アイヌ口承文芸研究の第一人者であり、自ら首都圏
や北海道で継承を支援する取り組みを続けたきた中
川裕さんを講師に迎え、アイヌ口承文芸の〈魅力〉
と〈現在の学習・継承の取り組み〉〈これからの課
題と展望〉などを語っていただく。

北海道博物館

北海道博物館アイヌ民族
文化研究センター
（011-898-0456）

北海道博物館

北海道博物館アイヌ民族
文化研究センター
（011-898-0456）

北海道博物館

北海道博物館アイヌ民族
文化研究センター
（011-898-0456）

北海道博物館

北海道博物館アイヌ民族
文化研究センター
（011-898-0456）

北海道博物館

北海道博物館アイヌ民族
文化研究センター
（011-898-0456）
北海道博物館アイヌ民族
文化研究センター
（011-898-0456）

北海道博物館
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平成２９年度 「民族共生象徴空間」及びアイヌ文化の振興・普及啓発に向けた取組
名称等

実施時期等

開催場所等

ミュージアムカレッジ
H30.3.25
「アイヌ音楽を知らない人のた
めの アイヌ音楽入門講座」

北海道博物館

「イランカラプテ」キャンペー H29.4.21～H29.5.20
ンイメージソングの庁内放送
放送日時～週２回
（火曜・金曜、昼休み）

空知総合振興局庁舎内

「イランカラプテ」キャンペー H29.4.21～H29.5.20
ンイメージソングの庁内放送

後志総合振興局庁舎

アイヌ工芸品展示

むろらん広域センター１階ロビー

常設

イランカラプテキャンペーンイ H29.4.21～H29.5.19
メージソングの庁内放送
いぶりのアイヌ文化イベント情 H29.6.1～
報の発信
民族共生象徴空間開設1000日 H29.7.29～
前PRイベント及びカウントダウ
ンボードの製作

胆振総合振興局庁舎内

アイヌ文化体験イベントinイオ
ンモール苫小牧

イオンモール苫小牧

H29.10.29

胆振総合振興局ＨＰ等
むろらん港まつり
テージ

ふれあい広場ス

アイヌ文化体験出前授業in旭ヶ H30.1.12
丘スクール児童館
「イランカラプテ」の普及啓発 通年

室蘭市旭ヶ丘スクール児童館

「イランカラプテ」キャンペー H29.4.21～H29.5.19
ンイメージソングの庁内放送
「イランカラプテ」ロゴスタン 通年
プの封書等への利用

日高合同庁舎

「イランカラプテ」キャンペー
ンイメージソングの庁内放送

渡島合同庁舎内

H29.4.21～H29.5.19
（週２回／火・金）

日高管内各地

日高振興局

内容

主催者

お問い合わせ先

アイヌ音楽を、「よく知らないけれど興味がある」
「少しは聴いたことがあるけどよくわからなかっ
た」という、アイヌ音楽ビギナーのためのアイヌ音
楽入門講座。主に歌謡を中心に、民族音楽学の立場
からみたアイヌ音楽の特徴とその魅力、聴きどころ
について解説する。
「イランカラプテ」キャンペーンイメージソングの
庁内放送

北海道博物館

北海道博物館アイヌ民族
文化研究センター
（011-898-0456）

空知総合振興局

保健環境部環境生活課
（0126-20-0040）

「イランカラプテ」キャンペーンイメージソングの
庁内放送

後志総合振興局

アイヌ民族の晴れ着・ルウンペ、お盆・イタ、山
刀・タシロの展示を行っている。展示ケース下部に
は、民族共生象徴空間開設案内を表示。
イランカラプテキャンペーンイメージソングを昼休
みに庁内放送を行った。
胆振管内市町にイベント調査を依頼し、それをとり
まとめ、各市町やＨＰで情報発信している。
民族共生象徴空間開設1000日前となる７月２９日
に開設日周知や機運醸成のためカウントダウンボー
ド製作しPRイベントを行った。カウントダウンボー
ドはむろらん広域センタービル１階ロビーに設置
ショッピングモールでアイヌ文化体験イベントを実
施し、アイヌ文化の振興を図るとともに、白老町に
開設される民族共生象徴空間をＰＲする。
胆振管内の子どもたちを対象にアイヌ文化の体験学
習と民族共生象徴空間開設ＰＲを行う。
各アイヌ協会が主催するイベント等で道関係者が出
席する際、挨拶等において積極的に「イランカラプ
テ」を使用することとしている。
同ソングを12時から放送し、キャンペーンの盛り上
がりを図っている。
H26よりイランカラプテロゴのスタンプを作成し、
封書や会議資料の余白などに利用してキャンペーン
の周知を図っている。
作詞作曲家である新井満氏とユーカラ劇脚本・演出
家でアイヌ民族の秋辺日出男氏の楽曲でキャンペー
ンのイメージソング「イランカラプテ～君に逢えて
よかった～」が知事に寄贈いただいてから4/21で
１年を迎え、4/21から１ヶ月間、庁内で放送を
行った。

胆振総合振興局

総合振興局保健環境部環
境生活課
（0136-23-1344）
保健環境部環境生活課
0143-24-9574

胆振総合振興局
胆振総合振興局
胆振総合振興局

保健環境部環境生活課
0143-24-9574
保健環境部環境生活課
0143-24-9574
保健環境部環境生活課
0143-24-9574

胆振総合振興局

保健環境部環境生活課
0143-24-9574

胆振総合振興局

保健環境部環境生活課
0143-24-9574
保健環境部環境生活課
0146-22-9255

日高振興局
日高振興局
日高振興局
渡島総合振興局
（本庁・各（総
合）振興局で実
施）

保健環境部環境生活課
0146-22-9255
保健環境部環境生活課
0146-22-9255
保健環境部環境生活課
0138-47-9435
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開催場所等

「イランカラプテ」キャンペー H29.9.22
ンイメージソングのイベントで
の放送

渡島合同庁舎１Ｆ道民ホール

イランカラプテキャンペーンイ H29.4.21～H29.5.19
メージソングの活用

檜山振興局庁舎内

イランカラプテキャンペーンイ H29.6.21
メージソングの活用
大雪カムイミンタラホールコン H29.8.10
サート
大雪カムイミンタラホールコン H29.9.29
サート

せたな町民ふれあいプラザ

「イランカラプテ」キャンペー H29.4.21～H29.5.19
ンイメージソング庁内放送
大雪カムイミンタラホールコン H29.12.21（予定）
サート

上川合同庁舎

大雪カムイミンタラホールコン H30.1.19（予定）
サート

上川合同庁舎１Ｆホール

大雪カムイミンタラホールコン H30.2中旬（予定）
サート

上川合同庁舎１Ｆホール

大雪カムイミンタラホールコン H30.3.9（予定）
サート

上川合同庁舎１Ｆホール

上川合同庁舎１Ｆホール
上川合同庁舎１Ｆホール

上川合同庁舎１Ｆホール

「イランカラプテ」キャンペー H29.4.21～H29.5.19
ンイメージソングの庁内放送

留萌合同庁舎内

振興局各種イベントにおけるイランカ
ラプテキャンペーン啓発グッズの配布

留萌合同庁舎等

H29年度

イランカラプテキャンペーンイ ４／２１～５／１９
メージソングの庁内放送
イランカラプテキャンペーンに ６／１～６／３０
係る庁内放送
イランカラプテキャンペーンイ H29.4.21～H29.5.20
メージソング庁内放送

宗谷総合振興局内

「イランカラプテ」キャンペー H29.4.21～H29.5.20
ンイメージソングの庁内放送

釧路総合振興局

オホーツク合同庁舎
十勝総合振興局庁舎

内容

主催者

お問い合わせ先

参加した「はこだてカルチャーナイト２０１７」に
おいて、渡島総合振興局と渡島教育局の会場であっ
た渡島合同庁舎１F道民ホールにて、キャンペーン
イメージソング「イランカラプテ～君に逢えてよ
かった～」を放送した。
「イランカラプテ～君に逢えてよかった～」をイ
メージソングとして昼休みに説明ナレーションとと
もに庁内一斉放送を行った。
少年の主張ひやま地区大会の大会前後に館内放送に
より、キャンペーンソングの放送を行った。
コンサート開催時に観客の方々に冊子を配布するこ
とによりアイヌ文化の普及啓発を行う。
コンサート開催時に観客の方々に冊子及びクリア
ファイルを配布することによりアイヌ文化の普及啓
発を行う。
イランカラプテキャンペーン庁内放送にて、来庁者
や庁舎内職員にアイヌ文化の普及啓発を行う。
コンサート開催時に観客の方々に冊子及びクリア
ファイル等を配布することによりアイヌ文化の普及
啓発を行う。
コンサート開催時に観客の方々に冊子及びクリア
ファイル等を配布することによりアイヌ文化の普及
啓発を行う。
コンサート開催時に観客の方々に冊子及びクリア
ファイル等を配布することによりアイヌ文化の普及
啓発を行う。
コンサート開催時に観客の方々に冊子及びクリア
ファイル等を配布することによりアイヌ文化の普及
啓発を行う。
毎日昼休みの時間に楽曲の紹介、広報ナレーション
及びキャンペーンソングを庁内に流す。
局内各課で実施されるイベント等において、クリア
ファイル等各種啓発グッズを来場者に配布する。
昼12時00分の庁内放送においてイランカラプテ
キャンペーンイメージソングを放送した。
啓発のため、期間中の開庁日の昼休みにCD楽曲を庁
内放送をした。
イランカラプテキャンペーンイメージソングの周知
広報を庁内放送にて実施

渡島総合振興局
保健環境部環境生活課
（イベント主催： 0138-47-9435
はこだてカル
チャーナイト実行
委員会）
檜山振興局
保健環境部環境生活課
（0139-52-6491)

本庁舎において、毎日お昼休みの時間に楽曲の紹介
及び「イランカラプテ」キャンペーンの広報ナレー
ションとともにイメージソングを放送した。

釧路総合振興局

檜山振興局
上川総合振興局
上川総合振興局
上川総合振興局
上川総合振興局

保健環境部環境生活課
（0139-52-6491)
保健環境部環境生活課
0166－46－5919
保健環境部環境生活課
0166－46－5919
保健環境部環境生活課
0166－46－5919
保健環境部環境生活課
0166－46－5919

上川総合振興局

保健環境部環境生活課
0166－46－5919

上川総合振興局

保健環境部環境生活課
0166－46－5919

上川総合振興局

保健環境部環境生活課
0166－46－5919

保健環境部環境生活課
TEL:0164-42-8430
保健環境部環境生活課
留萌振興局
TEL:0164-42-8430
宗谷総合振興局
保健環境部環境生活課
0162-33-2527
オホーツク総合振 保健環境部環境生活課
興局
0152-41-0627
十勝総合振興局
保健環境部環境生活課
0155-27ー8526
留萌振興局

保健環境部環境生活課
(0154-43-9150)
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名称等
第一回イランカラプテ音楽祭in
阿寒湖について

実施時期等
H29.6.17

イランカラプテキャンペーンイ H29.4.21～H29.5.20
メージソングの庁内放送

開催場所等
阿寒湖アイヌシアターイコロ

根室振興局庁舎

内容
・第一回イランカラプテ音楽祭in阿寒湖に参加し
た。(局長ほか4名参加)
・第一回イランカラプテ音楽祭in阿寒湖において、
イランカラプテに係るパンフレットの配布、ポス
ターの掲示、イランカラプテキャンペーンソングの
放映を行った。
・地域づくり総合交付金の要望を受付し、交付を予
定している。
イランカラプテキャンペーンイメージソング「イラ
ンカラプテ～君に逢えてよかった～」の庁内放送を
行い、本キャンペーン及び楽曲を紹介することに
よって、アイヌ文化等の普及啓発を推進する。

主催者

お問い合わせ先

イランカラプテ音 釧路総合振興局
楽祭実行委員会
保健環境部環境生活課
(0154-43-9151)

根室振興局

保健環境部環境生活課
0153-24-5580

