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また、交易も盛んに行われ、蝦夷地からは昆布や干し

鮭、サハリン経由の中国産品などが移出され、本州か

らは鉄製品、漆器、酒などがもたらされた。

和人 の鍛冶屋による若者の殺害がキッ カケとな り、

旧 石 器時代の 北海道はサ ハンリン （樺 太） と陸 14 5 7年に起ったコシ ャマインの戦いで、和人の拠点

続 きで、寒冷期のため南下する動物を追い、約2万 （ 舘）の多くがアイヌの人たちに滅ぼされた。そして、

5千年前に人類も移動してきた。 ヨイチからムカワ、千島まで住 んでいた和人は松前

その後の温暖化で海水面が上昇し、お よそ 1万2千 や上ノ国だけとなり 、和人地の原型が形成された。

年 前に北海道 は島 とな った 。そ して 、当 時の 人々 その後の約 100年間は、アイヌと和人 の戦い やア

は細石刃（小石器）と動物の骨を組合せた道具 を使 イヌを巻き込んだ和人同士の戦 いが続い た。やが

い、鹿などの動物を獲って生活するようになった。 て 、上ノ国舘主の蛎崎氏は、アイヌの指導者に交易

九州北部では土器作りなどの縄文文化が始まり、 の利益を分け与え る条件で戦いを終わらせ、渡島半

約1万1千年前に北海道にも伝わったが米づくりは伝 島を統一した。そして、苗字も松前氏に改めた。

わらず、土器、弓矢、磨製石斧などを使い、狩猟、漁

労 、木の実採集を基礎とする定住的な生活が約9千

年も続いた。 1 7世紀 の初めに、松前氏は徳川家康から蝦夷地に

おける交易独占を認める黒印状が与えられた。

幕藩体制下の松前藩は米が取れなかっ たた め、

ア イ ヌ 文 化が成立 し たの は 1 2 ~ 1 3 世 紀 頃 と 藩士（家臣）の禄 に、地域を限り交易権を分与した。

言 われ（史料で確認できるは 15 世紀 頃） 、漁 労、 藩 士たちはアイヌの人々と交 易を行 い、その品物を

狩猟、植物採集を主な生業 に暮 らし てお り、 サハ 本州商人に売却した収益で、生計をたてていた。

リン、千島列島、本州などとの交易も行っていた。 やがてアイヌの人々は、交易条件の悪化、漁場での

やがて、蝦夷地（北海道）に和人が住み始め、現在 隷属化など 、松 前藩への不満が高まり 、全面戦争と

の函館付近に若狭（現 福井県）からの商船も来航し、 なった。そして、和睦の酒席でアイヌ統率者のシャク

問屋や鍛冶屋なども設けられた。 シャインがだまし討ちに遭い殺害され、降伏した。

その結果、和人の優位はゆるぎないものになり、結局

蝦夷地は幕府の直轄地となった。

明治維新に伴い、1 86 9年に明治政府は蝦夷地を

北海道に改称し、日本の一部として本格的な統治や

や開拓に乗り出した。その結果、戸籍、文化や習慣、

言 語、土地制度、強制移住、サケ漁やシカ猟の禁止

などの和風化や同化政策が進められた。更に飢饉が

起 こり、餓死や栄養失調、伝染病などによる死者が

続出し、アイヌ民族は困窮を極めた。�

1886年には北海道庁が置かれ、 1899年には「北海

道旧土人保護法」が制定され、アイヌ民族に対する

教育の差別化、農耕民化、和風慣習化など、更に和人

への同化が推進された。

◇アイヌの歴史と北海道 

	
儀式や祭りなどに着用する晴れ着で、美しい文様は	

    魔除けなどの意味を持ち、母から娘に伝わった	
（公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構蔵）	

アットゥシ（樹皮衣） ルウンペ（木綿衣） 

２． 中世（１３～１６世紀）の政治・社会  

１． 原始・古代 

3. 近世（１７～１９世紀）の政治・社会 

４. 近代の政治・社会 

 当会の石子理事長は、昨年の新年挨拶冒頭で「この地で育まれたアイヌの人々の豊かな文化は、	
自然との共生が感じられ、豊かな森づくりにヒントを与えてくれる」と述べています。	

　そして、当会設立１０周年を迎えるにあたり、当会のモットー「子孫からの借り物である森を育み、緑も
人の心も豊かな北の大地にしよう」の思いと北海道のおもてなしの合言葉として「アイヌ語のイランカラ

テ(暖かいメッセージが込められた”こんにちは”の意)の普及キャンペーン」とが相まって、その多くが
北海道の先住民族でもある「アイヌ文化」を取り上げました。	
　本特集の作成にあたり、公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構並びに、北海道立アイヌ民族

文化研究センターの皆様のご支援とお気遣いに深く感謝申し上げます。 	
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�・ポン カンピソｼ（アイヌ文化を紹介した9種類の小冊子集）

��北海道立アイヌ民族文化研究センター

アジア ･太平洋戦争後の194 6年に、アイヌ民族の �・アイヌ民族を理解するために

社 会的地位の向上を目指し、北海道アイヌ協会（旧 ��北海道環境生活部アイヌ政策推進室

北海道ウタリ協会）が設立された。そして、 1984年に �・アイヌ文化の基礎知識

はアイヌ民族の基本的人権の回復や差別化の解消 ��草風館

を目指 した 「アイヌ民族に関する法律（案） 」を決議 �・「しらおいポロトコタン」などのホームページ多数�他

し、その制定を国や北海道に働きかけていった。

その後、新し い法律制定 を求 める運動が広がり、

アイヌ民族初の参議院議員（萱野茂氏）誕生で新たな

段階を迎えた。1997年には、北海道旧土人保護法が

廃止され、アイヌ文化振興法（略称）が制定された。

そして、アイヌ民族の精神文化や歴史を伝える機

会が増え、一般社会の関心が高まった。20 08年の

国会では 「アイ ヌ民族 を先住民族と する 決議 」が

全会一致で採択された。

更に、有識者懇談会が設置され 、ア イヌ民族の権

利回復や社会的 ・経済的な地位向上の施策が総合

的 に検討されて、同 法に基づく様々な事業が各地で 道立アイヌ総合センター 阿寒アイヌコタン

行われるようなった。 札幌市 ☎011-221-0462 阿寒町 ☎0154-67-2727

ア イヌ民族の世界観は 、人間 を取り 巻く あら ゆる

存在（天然現象、動植物、人間の作 る道具、天災、病

気など）のすべてに魂が宿ると考えられれていた。

こ のような多神教の考え方は 、神道の 「八百万の

の神」に近く 、日本人の世界観や北海道の文化にも ポロトコタン 二風谷アイヌ文化博物館

符合する部分が多いと思われる。 白老町 ☎0144-82-3914 平取町 ☎01457-2-2892

アイヌの人々は、神の国から使命を担っ た魂が、 函館市北方民族資料館 幕別町蝦夷文化考古館

それぞれに姿かたちに変え、人間の世界 に降 りて 函館市 ☎0138-22-4128 幕別町 ☎0155-56-4899

いると考えられていた 。特 に、人間に影響力の強い魂 クマ牧場・ユーカラの里 屈斜路アイヌ民俗資料館

を神（カムイ）とし て敬われていた。ちなみに、樹木は 登別市 ☎0143-84-2225 弟子屈町 ☎015-484-2128

大地を支える神（シランパカムイ）とされていた。 知里幸恵銀のしずく記念館 川村力子トアイヌ記念館

そして、人々 は歌 や踊 りな どと とも にお 供え物 を 登別市 ☎0143-83-5666 旭川市 ☎0166-51-2461

捧げ、平和な生活が続くことなどを祈願した。 新ひだかアイヌ民俗資料館 サッポロピリカコタン

霊 送 りは 、 霊が神の 世界 に戻 るた めに は、 神の 新ひだか ☎0146-43-3094 札幌市 ☎011-596-5961

本 体（霊）と仮の姿との分離が必要なため、人間が

感謝の祈りを捧げなが ら、仮の姿を殺したり破壊し

て霊を神の国に送 り届 ける儀式で、特にイオマンテ

は 、暖かい毛皮 や肉、熊の胆などをもたらす熊の霊

に対して、深く感謝する重要な儀礼とされている。

こ のよ う に 、 アイ ヌの 文化 や 歴史の底流 には 、

自 然を媒介とした調和の取れた神と人間の役割を

含 め、自然に対する畏敬の念や感謝の心、継承（根

こそぎの禁止）や繁栄の大切などを示唆し ており、

「当会の森づくりの精神」との近さも感じる。

本特集が、「子 孫からの借り物の森を育み、緑も人

の心も豊かな北の大地に」の森づくりを進める手掛り 北海道のおもてなしの合言葉

に つ な が る こ と を 願 っ て い る 。 （ 岡 田 記 ） と して、アイ ヌ語「イ ランカラ

 【参考文献、参考資料】 プテ 」 の普及を図るたた め、

�・アイヌ民族：歴史と現在 －未来を共に生きるために－ 官民学一体となって展開して

�・アイヌの人たちとともに�－その文化と歴史－ いる推進キャンペーン

�・アイヌプリ�－アイヌに心をつなぐ－ 【問合せ】
�・リーフレット 「ふれてみようアイヌ文化」 「イランカラプテ」キャンペーン推進協議会 事務局

��以上、公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構 �内閣官房アイヌ総合政策室北海道分室 ☎011‐709-5161

イランカラプテのキャンペーンについて

◇アイヌ文化と森づくり

【キャンペーンのロゴマー
ク】 

 ＊本資料の情報と写真は、公益法人アイヌ文化振興・	
　 研究推進機構作成のリーフレット 「ふれてみようアイ	
    ヌ文化」の一部を転用しております。	
 ＊詳細は、各施設のホームページまたは上記の☎にて	
　 ご確認ください。	
 ＊紙面の制約により施設の紹介は一部にとどめ、施設	

　名の一部名を省略いたしました。ご了承ください。 	

アイヌ文化の心に触れてみませんか	  
　―道内の主な関連施設の紹介（参考）―	

5. 現代の政治・社会 
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〔テーマ〕

�①北海道の森林を活用した樹木葬の可能性

�②ドイツの埋葬文化と樹木葬

〔来場者〕 約350名（不特定多数の個人、団体）

・ 1999年以降に登場した自然志向のお墓で、樹木を 〔概�要〕

 墓標にする方式� �＊自然を損なわないドイツ型樹木葬が北海道で実現

・墓地以外で遺骨埋葬禁止の「墓地、埋 葬等に関する ��するための方策

 法律」に適合（同法規制外の”散骨”とは異なる） �＊ドイツの埋蔵博物館とネット中継で情報交流

・自然回帰や森林保全、エコロジーなどの考えと合致

・継承不要な個人の墓が多く、子孫の負担が少ない

・墓石建立に比べ廉価

(1)「新たな森の利用」講演会の開催（当会主催）

〔実施日〕 5月24日(土）

���概 �要：〔場  所〕 かでる2・7（札幌） (3)森林・樹木葬候補地の視察

〔講演者〕 札幌市立大学デザイン学部上田裕文講師 〔実施日〕 7月26日(土）

〔参加者〕 約40名（当会員、行政、自治体、個人‥） 〔場�所〕 金子隆一氏の所有地（上富良野町）

〔概  要〕 〔参加者〕 

�＊樹木葬の可能性について NPO法人北海道振興機構、札幌市立大学上田講師、

�＊森林の利活用としての樹木葬  山林所有者金子隆一氏、当会

�＊ドイツで行われている森林保全型の樹木葬 〔概�要〕

�＊北富良野町北部に位置する約6haの山林地

�＊大雪山系の絶景が一望できる高台

＊ 所有者は、明治に入植した開拓者の三代目で、

���地元の名士

（1）森林・樹木葬予定地の視察と植樹

春の植樹祭は、上富良野町「丸一花と緑の会」が管理

する金子隆一氏所有の山林を予定（6ページ参照）

＊金子氏はこの山林を利用して、樹木葬を実現したい

との強い意志があり 、植樹祭と合せて現地でその可

��能性を検討

（2）北海道における森林・樹木葬適用の研究

全国で取り組まれている樹木葬の事例調査などにより

更にノウハウを蓄積し、北海道にふさわしい森林・樹木

木葬のあり方などを研究

（3）森林・樹木葬の具体策検討

森林・樹木葬の推進策に加え、管理や運営などの方法

を具体的に検討

（2）「埋葬の文化」セミナーの開催

��NPO法人北海道振興機構主催、当会共催

〔実施日〕 10月20日(月）

〔場�所〕 京王プラザホテル（札幌）

〔講演者〕

�札幌市立大学デザイン学部上田裕文講師

�ドイツ埋葬博物館ゲロルド・エプラー事務局長

 森林・樹木葬の取り組み

◎樹木葬墓地とは

◎樹木葬墓地の主な特長

上田先生のj「樹木葬の森を北海道に」と主張する	
講演に興味深げな受講者	

１． 平成２６年の活動実績 

ドイツと日本で行われている樹木葬の比較	  
―上田講演者の説明資料より―	

ドイツの樹木葬　‐「新たな森の利用」の講演会パンフより―	

中
継

情
報
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流

場	  
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場	  

―
北
海
道
新
聞
掲
載

写
真

|	

2. 今後の方針 
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6．「えりも町元気の森」植樹＆十勝森林探索ツアー

（1）えりも町「元気の森」植樹の集い

〔実施日〕 5月11日(日）

1．平成26年度総会 〔場  所〕 えりも町庶野

〔実施日〕 5月24日(土） 〔参加者〕 25名（日高振興局、日高町、当会員など）�

���実施日：〔場  所〕 かでる2・7（札幌） 〔概  要〕

〔概  要〕   ①主催者挨拶

�25年度事業報告、26年度事業計画を承認 �� 石子理事長

2．樹木葬関連セミナー �②来賓紹介

�2回にわたり実施（詳細は前ページに記載） �③来賓挨拶

3．未来の森（函館市）   � 岩本えりも町長

（1）駐車場整備 ��北海道日高振興局

〔実施月〕 5月 ��  小林森林室長

〔概  要〕   ④植樹指導

�駐車場地盤安定化の �� 北海道日高振興局林森室 四方普及課長

�砂利入れ(函館支部）   ⑤植樹会

（2）春の育樹祭   �約200本のミズナラなどを植樹

〔実施日〕 5月18日(日） （2）交流会

〔参加者〕 60名 〔実施日〕 5月11日(日）＜当会員宿泊＞

�北海道渡島総合振興局東部森林室、同局林務課、 〔参加者〕 約50名

�函館サンモリッツくらぶ、当会員など �多種多様な地元の知名人や有志、当会員など

〔概�要〕 〔場  所〕

�杉人工林除伐、野ねずみ被害木の補植と防除資材 �当会の安孫子貢様ゲストハウス（えりも町）

�撤去、看板の設置など実施 〔概  要〕

（3）育樹作業 �地元との交流や懇親会、ピアノ演奏など

〔実施日〕 10月と11月

〔概�要〕作業道下刈り、殺鼠剤散布（函館支部）

（4）秋の育樹祭

〔実施日〕 10月24日(金）

〔参加者〕 55名

�北海道渡島総合振興局東部森林室、同局林務課、

�函館サンモリッツ

�くらぶ、当会員等

〔概  要〕

�野ねずみ防除作業

�野鼠防除作業

�杉人工林除伐他

4．「茨木記念の森」月形

（1）間伐作業

〔実施日〕 9月

〔概  要〕 （3）十勝森林探索ツアー

�森林経営計画に基づく間伐（そらち森林組合委託） 〔実施日〕 5月12日(月）

〔参加者〕 12名

〔訪問先、見学先〕

�惣田種苗園（広尾町）

�真鍋庭園（帯広市）�他

7．森林・樹木葬候補地の視察

�＊詳細は4ページに記載

5．「茨木記念の森」八雲 8．北海道森づくりフェスタ2014

（1）現地調査と検討会 〔実施日〕 6月8日(日）

〔実施日〕 10月23日(木） 〔場  所〕 道民の森（当別町）

〔場�所〕 現地（八雲町入沢） 〔概�要〕

〔概�要〕 新たに取得した山林（4.6ha）の調査と検討会

�で、当会の会員は自由参加

北海道、北海道森林管理局など4者共催の植樹祭

平成26年の主な活動報告

お世話いただいた安孫子様におかれては、長年にわた
る地域林業振興に貢献した数多くの功績が称えられて、
「平成２６年度北海道産業貢献賞」を受賞されました。	

野ねずの被害に耐え、逞しく
育ったサクラたち	

間伐が進み、よみがえる「茨木記念の森]月形	

十勝平野の大地に見事な	  
直線美を描く惣田種苗園	

えりも町「元気の森」で	  
一汗流した参加者	

	  
	  

交流会の舞台となった	  
安孫子様のゲストハウス と特設テント	

 

除伐でスッキリした杉の人工林	

安孫子様夫妻の心づくしのおもてなしで、格別な海の幸・山の幸	  
や地元の大勢の方々との交流などに感動と開放感に浸った	
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1．総会 1．茨木記念の森

＜概  要＞平成27年度通常総会 下記4カ所の山林は、奈良県の茨木時子様から寄贈
*総会終了 後、NH Kスペシ ャル 「日本列 島、奇 跡の された当会の固定資産

�   大自然」のDVDを放映する予定 （1）「茨木記念の森」月形

＜予定日＞平成27年5月23日（土） 平成18年に寄 贈された約20h aの山林で、 2回目の

＜場  所＞札幌市内 間伐や作業道改修を終え 、引 き続き間伐などによる

森林育成を継続

2．「未来の森」春季行事（函館市） （2）「茨木記念の森」八雲

＜概  要＞設立10周年シンボルツリーの植樹 他 平成 26年に寄 贈された約4.6 haの山林で、以 下の

＜予定日＞平成27年5月15日（金） �展開により森づくりを遂行

� ①平成27年：現況調査および間伐（左記参照）

3．「未来の森」秋季行事（函館市） � ②平成28年：事業計画や活動方法を検討

＜概  要＞野ねずみ対策、補植 他 � ③平成29年：第一回目の育樹祭を想定

＜予定日＞平成27年10月中旬 （3）その他の「茨木記念の森」

平成26年に寄 贈されたニセコ（約1.2 ha ）、壮瞥 （約

4．「茨木記念の森」八雲の森林見学会 �0.6ha）については、今後の検討課題

�＜概� 要＞＜概  要＞新たに取得した山林視察と現地調査

�＜予定日＞＜予定日＞平成27年10月中旬 2． 濱田の森（砂川市宮城の沢、5．4ha）

平成 20年に濱 田榮盛氏から当会 に寄贈され た山

5．春の植樹祭 林で、当地含む幹線作業道整備が完了し 、今後の

＜概  要＞樹木葬予定地見学と植樹 �事業構想について空知森林組合と協議

＜予定日＞平成27年5月11日(月）~12日（火）

＜場  所＞上富良野町（金子隆一氏所有の山林） 3．森林・樹木葬墓地

�事業化に向け検討（詳細は4ページ参照）

6．北海道森づくりフェスタ2015（和寒町）

＜予定日＞平成27年10月中旬

      ＊各事業とも詳細が決まり次第案内します＊各事業とも、詳細が決まり次第ご案内申し上げます

1．新たに電話／FAXおよびe－mailが開通 2．当会のホームページ開設を計画中

電話番号およびメールアドレスは下記を参照ください 詳細は開局時に改めて案内いたします

当会 の設立 10 周年 を記念し て、 多く が北海道 そして、神道やアイヌの人々の信仰観は、我々の森

先住民族でもある「アイヌ文化」に着目しました。 づくりの思いと共通点が多く、何れも「畏 敬の念と感謝

北海 道神宮の 井澤 正裕 権宮 司は 、 2 0 1 1 年 の心に立脚した自然の連鎖や他人への思いやり 」の

国 際森林年記念フォーラム (当 会主催) の基 調講 感慨が底流にあることを、私は強く感じました。

演 の中で、 「自然の中に宿る 霊性 （神 威・ 神 徳 ）、 折し も、北 海道のおもなし合言葉「イランカラプテ 」

お かげ 、森の営みと自然との共存」など、日本人の 普及の重点期間中です 。この機会に ”今でしょう ”の

道徳律の形成に言及しております。 気持ちで、アイヌ文化と心に触れてみませんか。

また 、アイヌ の人 々は 「人 間が必要な分だけ 」を 本号 で初めて2段組編集に挑戦 しました 。紙 面の

神 々に お 願 い す るな ど 、 乱獲 や自然破壊を 厳に イメージはいかがですか。

戒めています。これは、自然界における人類のあり方 担当：岡田(連絡先 090-7087-2741）

として、注目されつつあります。 ＊本ジャーナルに関するご意見などをお待ちしております。

TEL／FAX�（011）522－6570

�moriotukuru@nifty.com

札幌市中央区北4条西5丁目1番地

（北海道林業会館5階）

今後の事業展望

NPO法人北海道に森を創る会

◆編集後記◆

◆お知らせ◆

平成27年の主な事業予定


