
(令和2年7月1日現在)

市町名 イベント名 開 催 日 開催場所 イベントの内容 主催団体

苫小牧市
収蔵品展

「イクパスイ－祈り捧げるもの－」
　令和2年 5 月12日（火）～
　令和2年 6 月21日（日）まで

苫小牧市美術博物館
（苫小牧市末広町3丁目9-7）

当館収蔵のイクパスイと苫小牧アイヌ協会制
作のイクパスイを展示します。

苫小牧市美術博物館
0144-35-2550

苫小牧市 刺しゅう講習会
①令和2年 6 月19日（金）～
　令和2年 7 月21日（火）まで
②令和2年9～10月頃

苫小牧市市生活館
（苫小牧市矢代町2丁目1-11）

　　　　①前掛けを作成します。
　　　　②未定

苫小牧市福祉部総合福祉課
TEL:0144-32-6354
又は　苫小牧市生活館

TEL:0144-72-4297

登 別 市 学習会

①令和2年 6 月20日（土）
②令和2年 8 月22日（土）
③令和2年10月24日（土）
④令和2年12月12日（土）

知里幸恵銀のしずく記念館
（登別市登別本町2丁目34番地7）

金成マツ、銀のしずく記念館など講師に合わ
せたテーマの学習会。

ＮＰＯ法人知里森舎
（知里幸恵銀のしずく記念館）

0143－83－5666

白 老 町 アイ・オロ・オ・コタン慰霊祭
令和2年 7 月11日（土）
10時00分～10時50分

アヨロ海岸
（白老町字虎杖浜316番地）

虎杖浜地区は、縄文文化からアイヌ文化期に
かけ、先住民の生活の舞台であった。この地
に暮らした先人を偲ぶ先祖供養祭。

一般社団法人白老アイヌ協会

登 別 市 アイヌ文化講座（制作等）
令和2年8月以降（全5回）

毎週金曜日の午後2時間
登別市民会館ほか

（登別市富士町7丁目33）

アイヌ民族に関する初心者向けの講座や市内
に残るアイヌ語地名散策、刺しゅうを用いた
作品（コースター等）制作の体験。

登別市教育委員会
0143－88－1129

むかわ町 第26回アイヌ碑カムイノミ 令和2年 8 月 2 日（日）
鵡川大漁地蔵尊前

（むかわ町宮戸74-1）
祖先の霊魂を慰め、神々にお礼を捧げる。

むかわアイヌ協会
（ム・ペツ館）

0145-42-5959

白 老 町 白老アイヌ碑慰霊祭
令和2年 8 月 9 日（日）
10時30分～13時30分

白老アイヌ民族記念広場
（白老町高砂町2丁目2番地）

シンヌラッパ、アイヌ料理試食、古式舞踊披
露など、多くの町民の皆様にアイヌの歴史と
文化を先祖の供養とともに偲び、理解を深め
る。

一般社団法人白老アイヌ協会

むかわ町 第37回「碑前祭」 令和2年 8 月30日（日）
穂別中学校そばペップトの柏
（むかわ町穂別116番地）

祖先の霊魂を慰め、神々にお礼を捧げる。
むかわアイヌ協会
（ム・ペツ館）

0145-42-5959

室 蘭 市 室蘭地域のアイヌ文化展示 令和2年9月（予定） 室蘭市民俗資料館
室蘭地域で実際に使われたアイヌ民具等の展
示公開。

室蘭市民俗資料館
0143-59-4922

苫小牧市 カムイチェプノミ 令和2年 9 月13日(日)

錦多峰河口
（苫小牧市美原町）

苫小牧市生活館
（苫小牧市矢代町2丁目1-11）

サケを迎えるにあたり神々への感謝・豊漁を
祈る伝統儀式

苫小牧アイヌ協会事務局
苫小牧市生活館

TEL:0144-72-4297

登 別 市 知里幸恵フォーラム'20 令和 2 年 9 月19日（土）
ホテル平安

(登別市中央町5丁目1番地1)
※変更の可能性あり

・講演：池澤夏樹氏（作家）
・パフォーマンス：千歳アイヌ文化伝承保存会
・陣内麻友美コンサート
・木原仁美氏らのスピーチ

ＮＰＯ法人知里森舎
（知里幸恵銀のしずく記念館）

0143－83－5666

登 別 市 ミニバスツアー 令和2年 9 月20日（日） 登別地区 未定 －

白 老 町 第32回しらおいチェプ祭
令和2年 9 月20日（日）

9時00分～16時00分
汐音ひろば

（白老町字石山333番地）

サケを使った伝統料理やアイヌ語クイズ・古
式舞踊公演などを通じて、秋の一日、有形無
形のアイヌ文化を体験できる。

一般社団法人白老アイヌ協会

洞爺湖町
洞爺湖町アイヌ先住民族慰霊祭
（カムイノミ・イチャルパ）

令和2年 9 月27日（日） 洞爺湖町歴史公園
アイヌ古式に則った伝統儀式と御先祖供養祭
アイヌ伝統料理の試食会

洞爺湖アイヌ協会事務局
（町総務部健康福祉課内）

登 別 市 自然観察会
　　①令和2年10月上旬
　　②令和3年3月

①検討中
②検討中

散策しながらアイヌ語地名やアイヌと植物の
関わり等を学ぶ。

ＮＰＯ法人知里森舎
（知里幸恵銀のしずく記念館）

0143－83－5666

むかわ町 第29回シシャモ・カムイノミ 令和2年10月11日（日） むかわ町汐見ムレトイの丘
シシャモの豊漁を祈願し、祖先の霊魂を慰
め、神々にお礼を捧げる。

むかわアイヌ協会
（ム・ペツ館）

0145-42-5959

豊 浦 町 礼文華山道散策会 令和2年10月19日（月） 豊浦町字礼文華
蝦夷三大難険の礼文華山道や国指定名勝カム
イチャシを動植物の専門家や町学芸員がガイ
ドを聞きながら散策する。

豊浦町教育委員会
生涯学習課社会教育係

電話：0142-83-2239

登 別 市 アイヌ文化講演会
令和2年10月24日（土）
13時30分～15時30分

鉄南ふれあいセンター
（登別市幌別町3丁目17番地1）

講演会
・竹内渉氏
「戦後アイヌ民族活動史」
・小坂博宣氏
「登別アイヌ協会と知里真志保を語る会」
・竹内・小坂両氏の対談
「これからのアイヌ文化活動」

知里真志保を語る会
（登別アイヌ協会）
0143－85－1062

いぶりのアイヌ文化イベント（R2.5～R3.3）



苫小牧市 伝統工芸講習会 令和2年11～12月頃
苫小牧市市生活館

（苫小牧市矢代町2丁目1-11）
未定

苫小牧市福祉部総合福祉課
TEL:0144-32-6354

苫小牧市生活館
TEL:0144-72-4297

登 別 市 アイヌ文化講座（講演） 令和2年12月～令和3年2月
登別市民会館

（登別市富士町7丁目33）
アイヌ民族の歴史や文化に関する講演会

登別市教育委員会
0143－88－1129

苫小牧市 アシリパカムイノミ 令和3年 1 月24日（日）
苫小牧市生活館

（苫小牧市矢代町2丁目1-11）
神々へ穏やかな1年を祈る新年の伝統儀式

苫小牧アイヌ協会事務局
苫小牧市生活館

TEL:0144-72-4297

むかわ町 アシリパ・カムイノミ（新年会） 令和3年 1 月31日（日）
穂別中央生活館

（むかわ町穂別和泉76-1）
新年の儀式。祖先の霊魂を慰め、神々にお礼
を捧げる。

－

苫小牧市 木彫講習会 令和3年2月頃
苫小牧市市生活館

（苫小牧市矢代町2丁目1-11）
未定

苫小牧市福祉部総合福祉課
TEL:0144-32-6354
又は　苫小牧市生活館

TEL:0144-72-4297

むかわ町 第27回チセコロ・カムイノミ 令和3年 2 月 7 日（日）
ム・ペツ館

（むかわ町末広38-6）
チセ（家）の神様、祖先の霊魂、神々にお礼
を捧げる。

むかわアイヌ協会
（ム・ペツ館）

0145-42-5959

苫小牧市 苫小牧アイヌ文化祭 令和3年 2 月21日（日）
苫小牧市市生活館

（苫小牧市矢代町2丁目1-11）
　　　アイヌ民族に関する講演
　　　アイヌ民族に関する作品の展示

苫小牧アイヌ協会事務局
苫小牧市生活館

TEL:0144-72-4297

苫小牧市 料理講習会 令和3年3月頃
苫小牧市市生活館

（苫小牧市矢代町2丁目1-11）
未定

苫小牧市福祉部総合福祉課
TEL:0144-32-6354
又は　苫小牧市生活館

TEL:0144-72-4297

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　各イベントは、予定であり変更することがあります。参加する際は、必ず主催者に事前確認してください。

お問い合わせは　…　北海道総合振興局保健環境部環境生活課（TEL 0143-24-9572)　　



市町名 施　設　名 所　在　地 開館時間（休館日） 入館料 問合せ先

苫小牧市 苫小牧市美術博物館 苫小牧市末広町3-9-7
　　　　9時30分～17時00分
(月曜日・祝日の場合は次の平日、年末
年始)

　　　・一般300（240）円
　　　・高大生200（140）円
　　　・中学生以下無料
　　　※（）内は10名以上の団体料金

　　苫小牧市美術博物館
　　TEL：0144-35-2550
http://www.city.tomakomai.
hokkaido.jp/hakubutukan/

苫小牧市 苫小牧市生活館 苫小牧市矢代町2丁目1-11
　　　　9時00分～17時15分
（月曜日（祝日の場合は翌日）・年末
年始）

無料

苫小牧市福祉部総合福祉課
TEL:0144-32-6354
又は　苫小牧市生活館

TEL:0144-72-4297

室 蘭 市 室蘭市民俗資料館 室蘭市陣屋町2丁目4番25号
10時00分～16時00分

（月曜日、祝日の翌日、年末年始）
無料

室蘭市民俗資料館
TEL：0143-59-4922

登 別 市 「知里幸恵　銀のしずく記念館」 登別市登別本町2丁目34番地7

　　　9時30分～16時30分
　　　※入館は16時00分まで
（祝祭日を除く火曜日冬季休業（12
月20日～2月末））

・大人500円（団体（10名以上）450円）
・登別市在住者250円
・高校生200円
・小中学生100円
※障害割引有

知里幸恵銀のしずく記念館
TEL：0143-83-5666

登 別 市 登別市郷土資料館 登別市片倉町6丁目27番地2

10時00分～17時00分（4～10月）
10時00分～16時00分（11～3月）
（月曜日（国民の祝日、休日にあたる
場合は翌日）、年末年始）

大人190円（団体（20名以上）150円）
小・中学生60円（団体（20名以上）50円）

登別市郷土資料館
TEL：0143-88-1339

厚 真 町 厚真町軽舞遺跡調査整理事務所 勇払郡厚真町字軽舞205番地の2
9時00分～17時00分

（土日祝日、年末年始）
無料

軽舞事務所
TEL：0145-228-2733
FAX：0145-28-2734
MAIL：
shakai@town.atsuma.lg.jp

むかわ町 ム・ペツ館 むかわ町末広2丁目38-6
9時00分～23時00分

（月曜日）
無料

むかわ町町民生活課生活環境G
（ムペツ館）
TEL:0145-42-5959

白 老 町 しらおいイオル事務所チキサニ 白老町末広町2丁目6－4
9時00分～17時00分

（月曜日（祝日の場合は翌日））
無料

しらおいイオル事務所チキサニ
TEL：0144-82-6301

■アイヌ文化を見学できる施設

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

2020年7月12日（日）

北海道白老町ポロト湖畔にオープン

「民族共生象徴空間」（略称：象徴空間）は、

我が国の先住民族であるアイヌの文化復興等に

関するナショナルセンターです。

2020年7月12日の一般公開をめざして、

中核区域となる北海道白老町ポロト湖畔には、

国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公園及び

慰霊施設が整備中です。


