
15 アイヌ文化関連施設（資料の展示見学や各種体験ができる施設）

No. 名称
所在地／電話番号／ホームページ 内容・利用期間

1

函館市北方民族資料館
函館市末広町21-7
0138-22-4128
http://www.zaidan-hakodate.com/
hoppominzoku/

アイヌ民族資料等の展示。アイヌ民族生
活用具は国の重要有形民俗文化財に指定。
ムックリの製作・演奏体験（要予約）。
□営	４～10月　9：00～19：00
　11～３月　９：00～17：00
□休	年度により異なる、年末年始

2
北海道立アイヌ総合センター
札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7
011-221-0462
https://www.ainu-assn.or.jp/center.html

資料展示室や図書情報室、保存実習室な
どからなり、アイヌ民族の歴史や文化に
ついて紹介や学習する施設。
□営	9：00～17：00
□休	日曜日、祝日、年末年始

3

札幌市アイヌ文化交流センター
サッポロピリカコタン
札幌市南区小金湯27
011-596-5961
http://www.city.sapporo.jp/shimin/pirka-
kotan/

アイヌ民族の生活、歴史、芸術を楽しみ
ながら学び、見て、触れて体験できる施設。
□営	８：45～22：00
（展示室、自然の里、歴史の里は9：00～17：00）
□休	月曜日、祝日、毎月最終火曜日、年末年始

4
北海道博物館
札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
011-898-0466
http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/

道立の総合博物館。総合展示室では「北
海道120万年物語」や「アイヌ文化の世界」
など 5つのテーマに沿って北海道の自然
や歴史、文化などを紹介。
□営	10～4月　9：30～16：30
5～9月　9：30～17：00
（入館は閉館時間の30分前まで）
□休	月曜日（祝日・休日の場合は直後の平日）、
年末年始、臨時休館日あり

5

苫小牧市美術博物館
苫小牧市末広町3-9-7
0144-35-2550
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/
hakubutsukan/

勇払原野や樽前の地質と自然、アイヌの
衣服・民具などの民俗資料等と美術を紹
介する複合施設。
□営	9：30～17：00（入館は16：30まで）
□休	毎週月曜日（祝日・休日の場合は直後の
平日）、年末年始

6
のぼりべつクマ牧場・ユーカラの里
登別市登別温泉町224
0143-84-2225
http://www.bearpark.jp

クマ牧場と同じ施設にあるユーカラの里
では、アイヌの貴重な文化遺産を保存し、
明治初期のアイヌの生活様式などを再現。
□営	9～6月　8：30～16：30
7～8月　8：30～17：00

□休	ロープウェイ検査の為休園あり
ユーカラの里は10月中旬～4月末
（冬季閉鎖）

※主なものを掲載しました。※休業日、利用料金等は事前にご確認ください。
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No. 名称
所在地／電話番号／ホームページ 内容・利用期間

7
ウポポイ（民族共生象徴空間）
白老町若草町２丁目
011-206-7427
https://ainu-upopoy.jp/

2020年 4月、北海道白老町のポロト湖畔
に誕生するアイヌ文化復興・創造の拠点。
□営	R2	4/24 ～ 7/19、9/1 ～ 10/31
（平日）9：00～18：00
（土日祝日）9：00～20：00
R2	7/20～8/31　9：00～20：00
R2	11/1～3/31　9：00～17：00

□休	毎週月曜日（祝休日の場合は翌日以降）、
年末年始

8

平取町立 二風谷アイヌ文化博物館
平取町二風谷55
01457-２-2892
http://www.town.biratori.hokkaido.jp/
biratori/nibutani/

趣向を凝らした展示方法と映像資料等で
沙流川流域のアイヌの伝統的生活文化を
紹介。
□営	9：00～16：30
□休	11/16 ～ 4/15　月曜日
　12/16 ～ 1/15　点検のため休館

9
萱野茂 二風谷アイヌ資料館
平取町二風谷79
01457-2-3215
https://biratori-kanko.jp

萱野茂氏が収集したアイヌ民具など
1,000 点余を展示。また、250 名着席可
能な説明コーナーも。
□営	9：00～16：30（12～3月は01457-2-
3295まで要事前連絡）

□休	特になし

10
シャクシャイン記念館
新ひだか町静内真歌7-1
01464-2-6792

アイヌ民族の文化と歴史を紹介する英雄
シャクシャインの記念館。
□営	5～10月　9：00～18：00
11月～4月　9：30～16：30

□休	月曜日（祝祭日の場合翌日火曜日が休
館）、年末年始

11
アイヌ民俗資料館
新ひだか町静内真歌7-1
01464-3-3094

アイヌの人々が日常生活に用いた民具な
どを 100 種類、500 点以上保存・展示。
□営	5～11月　9：00～17：00
□休	12月～ 4月休館、月曜日、祝日の翌日

12
川村カ子トアイヌ記念館
旭川市北門町11丁目
0166-51-2461
http://k-aynu-mh.jp

大正5年開設の北海道最古のアイヌ記念館。
アイヌ民族の歴史や文化を正しく伝えること
を目的に貴重な資料、生活用品を展示。
□営	9：30～17：00
（7・8月のみ18：00まで）
□休	年中無休

13

旭川市博物館
旭川市神楽3条7丁目
０１６６-69-2004
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/
hakubutukan/index.html

1 階はアイヌ民族の歴史と文化に関する
多くの資料が展示され、地階は厳冬を生
き抜く動植物を紹介。
□営	9：00～17：00（入館16：30まで）
□休	第2・4月曜日、年末年始（但6～9月は無休）

※主なものを掲載しました。※休業日、利用料金等は事前にご確認ください。
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No. 名称
所在地／電話番号／ホームページ 内容・利用期間

14
アイヌ文化の森・伝承のコタン

（旭川市博物館 分館）
鷹栖町嵐山
0166-52-1541

アイヌ文化の保存と伝承を目的に、チセ
3棟を復元。嵐山公園センター内ではア
イヌ民族の植物利用について展示。
□営	9：00～17：00（入館は16：30まで）
□休	第2・4月曜日、年末年始

15

エコミュージアムおさしまセンター
BIKKY アトリエ３モア
音威子府村字物満内55
01656-5-3980
https://bikkyatelier3more.wixsite.com/
atelier3more

現代彫刻家・砂澤ビッキ氏の作品を約
200 点展示。
アトリエも再現。
□営	4／26～10／31／9：30～16：30
□休	月曜日（祝祭日の場合は翌日）

16
帯広百年記念館
帯広市緑ヶ丘2
0155-24-5352
http://museum-obihiro.jp/occm/

常設展示室では先史時代から十勝のアイ
ヌ文化・十勝の自然・「開拓」や農業の歴
史などを紹介。
□営	（常設展示室）　9：00～17：00
（入場は16：30まで）
□休	月曜日（祝日は開館）、祝日の翌日、
　年末年始

17
北海道立北方民族博物館
網走市字潮見309-1
0152-45-3888
http://hoppohm.org

アイヌ民族をはじめとした北方民族の文
化を紹介。世界各国から集めた 900 点も
の資料をテーマ別に展示。
□営	7～9月　9：00～17：00
上記以外9：30～16：30

□休	月曜日（祝祭日の場合は翌日）、
年末年始

18
釧路市立博物館
釧路市春湖台1-7
0154-41-5809
https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

釧路の自然、先史時代、近世と近代、アイヌ
民族の歴史・文化等の資料を展示。
□営	9：30～17：00
□休	月曜日、祝日、年末年始、ほか定休日
あり

19

屈斜路コタンアイヌ民俗資料館
弟子屈町屈斜路市街1番通14
015-484-2128
https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/
kurashi/index.html

アイヌ民族の歴史や文化を今に伝える施
設。展示物は「ユーカラの森」、「コタン
の大地」など 5つのテーマで構成。
□営	9：00～17：00（開館期間中無休）
□休	11月～4月（冬季閉館）

20

阿寒湖アイヌコタン
釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目7-19
0154-67-2727
（阿寒アイヌ工芸協同組合）
https://www.akanainu.jp/

約 120 人が暮らすアイヌコタン（集落）。
コタン内の阿寒湖アイヌシアター「イコ
ロ」では、国の重要無形民俗文化財に指
定されているアイヌ古式舞踊や、古式舞
踊と現代アートをミックスさせた阿寒
ユーカラ「ロストカムイ」などを上演。
木彫や刺繍体験も実施。
アイヌシアター「イコロ」
□営	9：00～21：30（受付時間）
□休	不定休

※主なものを掲載しました。※休業日、利用料金等は事前にご確認ください。
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