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一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン

アンケート
「はこだて国際民俗芸術祭（芸術祭）」は、元町公園会場を中心に、
複数の野外ステージやワークショップなどのイベントを行います。
芸術祭の期間中、世界の料理や雑貨が集まる「もぐもぐフェスティバル」や、
親子で遊べる「わくわくフェスティバル」を開催します。
地域の老人保健施設や保育園・幼稚園等で「アウトリーチ」と称する
巡回公演を行います。

HIGHLIGHT 009

芸術祭をさらによい内容にするため、元町公園会場を
中心にiPadを使ったアンケートを実施しました。参加者
はもちろん、スタッフ、アーティスト、関係者、メディア、
ゲストを含め多くのご意見をいただきました。
おかげさまで、芸術祭は満足・大いに満足という回答
が大半を占めています。良かった点を尋ねたところ、もぐ
フェスが最も高く、次いで海外アーティスト、大道芸人と
いう順番になりました。スタッフの対応や、元町公園で
開催している点についても評価をいただきました。

活動報告

第００９回はこだて国際民俗芸術祭
８月５日から１１日まで、元町公園ほか各会場で第００９
回芸術祭が開催されました。１１日が「山の日」という新
たな祝日に制定されたことから、２０１６年は開催日程を１
日増やし、これまでで最も長い７日間となりました。
初参加のイスラエル、コロンビアを含めて、１４の国と地
域から３４組のアーティストが参加し、大小のステージを
華やかに彩りました。期間中は天候に恵まれ、まぶしい
青空の下、参加者とアーティストが一体となって盛り上
がり、どの会場も熱気に満ちあふれていました。
■イスラエルとコロンビアが初出演
およそ１７時間のフライトを経て、イスラエルから初めて
出演したのは、フラメンコ舞踊団「コンパス」。複雑で
軽快なステップを奏でる心地よい足音と、ターンとともに
さっと広がるドレスがとてもエネルギッシュかつ印象的な
アーティストでした。
コンパスにとって、幼稚園や保育園、老人保健施設で
公演するアウトリーチは初めての経験となりました。リー
ダーのオルナさんは、
「これまで多くの国のフェスティバ
ルに参加してきましたが、会場に来られないお年寄りや
小さな子どもたちのために施設を訪問するのは初めてで
した。私たちのパフォーマンスを喜んでくださる姿にとて
も感動し、活動の新しい可能性を感じました」と涙を浮
かべながら語ってくれました。
コロンビアからは、フォルクローレのバンド「ワルカ」が出
演。多彩なテクニックと歌で参加者を魅了しました。
■チンバリバンドとの再会
「次は芸術祭で会おう」と約束して４年。２０１２年６月の
オープニングライブツアーで来日したハンガリーの「チン
バリバンド」。今回の来日で、ついにその約束を果たす
ことができました。
伝統楽器チンバロンの深く美しい音色が、ステージ裏
に広がる函館の夜景を引き立てていました。

■数々のコラボレーション
今回の新たな試みとして、
ドイツ「ヘルマン・ヘッセ・バンド・
カルフ」と大道芸人のチームを一堂に集め、パレードを行
いました。勇壮な行進曲とともに、アトラスステージ前の
客席最上段からスロープ沿いに、客席を縫うように行進。
大道芸人も負けじとパフォーマンスを繰り広げました。
芸術祭の代名詞ともいえるアメリカ
「ブライアン・ホルス」
は、ジャグリングショーを通じて国内外のアーティストとサ
プライズセッションを実施。そのつど参加者から、どよめ
きと歓声が上がりました。
最終日のブンダステージで行われたプログラム「来年の
成功に向けて世界のフォークダンスを踊ろう」では、ひの
き屋、ハッチハッチェルオーケストラ、ザッハトルテ、タカ
パーチらがステージに上がり、即興を交えた演奏で会場
を大いに沸かせました。
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イスラエルのフラメンコ舞踊団
「コンパス」アトラスステージの公演

もぐもぐフェスティバル

芸術祭と同時にもぐもぐフェスティバル（もぐフェス）
を開催
しました。もぐフェスは、世界の料理や雑貨などが集まるイ
ベントです。２０１１年から始まり、今回が６回目。元町公園
とペリー広場の２会場・５つのエリアで行われ、６３の店舗
が出店しました。
もぐフェスの料理は道南近郊でとれた食材を使い、国際色
豊かな独自のメニューが用意されました。雑貨の販売のほ
か、体験型の店舗も軒を連ね、賑わいをみせました。
もぐフェス金券の前売りも好調で、夏の函館の定番イベン
トとして定着してきました。

参加者が皆楽しみにしていたもぐフェス。地元函館のほか道内、関東、関西か
ら出店者が集まった。ステージには目もくれず店舗を回る人が増えているとか

Q. 今回の芸術祭の満足度はどのくらいですか？
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Q. 芸術祭の良かった点を教えてください（複数回答可）
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ワークショップ
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一方でコメントから、パスの価格について、会場のつくり
方について、宣伝の仕方についてといった貴重なご意
見を頂戴しました。ひとつひとつを参考に、より高い満
足度を目指して改善を繰り返したいと思います。
■その他のトピックス
• 性別は男性より女性が２割ほど多い
• 参加予定は1日が最多、次いで毎日
• 約７割が来年もまた来たいと回答
• 交通手段は車、徒歩、市電、バス、タクシーの順
• 約１割が初回（２００８年）の芸術祭に来たことがある

次回へ向けて
次回は記念すべき１０回目の開催です。第０１０回芸
術祭にふさわしい内容にしようと主催者・スタッフがとも
に準備を進めています。
大きな方針として、①海外アーティストの充実、②元町
公園のイメージチェンジ、③安心安全の確保などをあ
げています。芸術祭の核といえる海外アーティストのス
テージを楽しんでいただけるよう、招へいに力を入れま
す。好評のもぐフェスも工夫を怠らず、新鮮に感じてい
ただけるようにします。そして子連れの方、浴衣姿の女
性にも安心して参加していただけるよう努めます。
変わらぬご支援とご理解をお願いいたします。

■アンケートのコメントから
• 札幌から学校のウワサで芸術祭は知っていました／
高校生を無料にしてほしい／大学生なのですが、入
場料が高くてキツイです／ちょっと高いけど、運営上
しょうがないのかな
• 荷物を置いて場所を確保する人を対策してほしい／
飲食するテーブルと椅子をもっと増やしてほしい／夜
にゆっくり見ることができて良い。日中だと熱いので
• 誰でも知っているビックネームを呼んでみてはいかが
でしょう／民族性のある音楽をもうちょっと聞きたい
• 駐車場がもっとあれば便利だなと思います／バスが
臨時で出ていれば／市電の終電をのばして欲しい
• お肉ばかりで、お年寄りには胃がもたれる／気軽に
食べられる料金のものがもっとあれば良い／日本の
食べ物の種類を増やして欲しい
• 横浜から来ました。地域の人は満足な様ですが、こ
れを観光客誘致にするのは少し小さいと思います／
函館市民に認知されていない／もっと地元の人たち
にＰＲしてほしい／ポスターがいたるところにあるの
で、宣伝効果がすごくしっかりしていると思いました
• 初参加でしたが、港祭り以外にもこんなお祭があるん
だなとおもいました／昨年度より去年、去年より今年と
人がだんだん増えているので嬉しい／参加している私
達は楽しんでるからいいが、地域住民の方々はどう思っ
ているのかが気になります／ずっと続けていってほしい

オープニングイベント
芸術祭を前に関係者の心をひとつにすること。そして本番の告知を図ることを主な
目的に、毎年オープニングイベントを開催しています。これまで、海外アーティストに
よるライブツアーや「ワールズ・ミート・サーカス」といったイベントを行ってきました。
今回のイベントは「ワールズ・ミート・バー」。今回通算３回目の開催で、世界
のカクテルを楽しみながら、出演アーティストの詳細をお知らせするというのが主な
内容。会場はカクテルバー・コンコルド２１。６月２６日当日は、のべ１００人弱が所
狭しと入れ替わり参加し、スタッフと芸術祭ファンが交流しました。
例年、このオープニングイベントにおいて、その年の出演アーティストを発表すると
いう流れになっています。次回のイベントもお楽しみに。

初めての会場にもかかわず参加者であふれかえった。マスターは芸術祭バーのバーテンダーとして毎年欠かさず協力している。
カウンターでは芸術祭スタッフがお手伝い。出演アーティストの写真が店内のあちこちに飾られた

アウトリーチ

わくわくフェスティバル

芸術祭ではアウトリーチと称して、期間中に行われる
市内近郊のイベントに協力するとともに、教育・福祉
施設等で巡回公演を行っています。
今回は特別に、JR 函館駅前特設会場で行われた北
海道新幹線開業記念イベント
「はこだてグルメガー
デン」で公演を行いました。スロバキア、ロシア、
ドイ
ツが出演。新幹線を利用する新しい層の観光客へ
函館の魅力をPRしました。また、町会の夏祭りには
大道芸人たちが参加しました。
ふるる函館では、児童を対象に体験型公演を実施。
そのほか保育園や幼稚園、老人保健施設で公演を
行いました。このアウトリーチによって、２千人を超え
る方々に公演を楽しんでもらうことができました。

わくわくフェスティバル（わくフェス）は、子どもと子どもの心
をもった大人たちが、身体を思いっきり動かすイベント。
今回も北海道教育大学函館校の総合型地域スポーツク
■地域げんき大賞受賞
ラブ・SPORTS 北海道の協力のもと、６日と７日の２日間
一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパンは、２０１６年５月 ペリー広場で行われました。チームワーク・チャレンジ、む
に北海道新聞社から「地域げんき大賞」を受賞しました。 かしあそびひろば、スポーツカントリーという３つのプログラ
元気で明るい地域づくりを応援する賞です。
ムが用意され、参加者が汗を流しました。
これを記念して、同じタイミングで受賞された苫小牧「駒 ペリー広場ではわくフェスのほか、大道芸、ジャグリングに
澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局」に芸術祭の 挑戦するコーナー、そして高所作業車から元町公園会場
出演を依頼。その初日に７０名を超える生徒によるダイ を見下ろすという新企画が行われました。
ナミックかつ迫力満点の演奏が実現しました（その様子
は、巻末にあるアトラスエリアの写真をご覧ください）
。
これからも、音楽、ダンス、大道芸、飲食や雑貨など様々
な分野の世界を体験できる芸術祭の魅力を、多くの
方々に伝えていきます。
最終日のブンダステージにアーティストが次々登場。フォークダンスの生演奏
で客席はその日一番の歓声に包まれた

チンバリバンドのリーダーは滞在中の出来事を動画で公開。宿泊先のフロン
トで歌ったり、海鮮丼を食べるなど、ムードメーカーとして目立っていた
芝生が新しくなったペリー広場で子どもたちの元気な声が響いた
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アンケートで人気が上位の大道芸人のパフォーマンス。ブンダ・チャラステージで時間を決めて行われるもののほか、元町公園内で時間を決めずにあちこちで
行われたものもあり、参加者の心をつかんでいた

はこだてグルメガーデンで公演したロシア「ドルジバ」
3

インフォ・ゲート班 元町公園会場の「顔」

若さ、経験、善意。そして
数字で表せない「資産」を育てる。

ガイド班 海外のアーティストを引率

第００２回芸術祭のウェルカムパーティーにて

●氏名（ふりがな） ●生年月日 ●郵便番号・住所
●主要電話番号 ●メールアドレス ●技能・特技など
〒041-0833 函館市陣川町 52-1
一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン 宛
Tel. 0138-52-3815 Fax. 0138-51-6465
wmdf@wmdf.org
http://wmdf.org/community/wmdf-staﬀ.html

グッズ班 CD や T シャツなどを販売

警備・設営班 安全第一の運営
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芸術祭の公式ウェブサイトで受け付けて
います。右の QR コードをご利用くださ
い。申し込まれた方には、事務局から
「ス
タッフメール」を送信します。ウェブでのお
申し込みが 難しいという方は、電 話、
ファックス、メール、郵送等でお申し込み
ください。ただし、事務局からの連絡はス
タッフメールで行います。

主なスケジュール（目安）
G

お申し込み方法

C
or
e

LIFE-CHANGING

スタッフ募集

４月 スタッフ説明会・プロジェクトの進行
スタッフ・スポンサー・出店者募集
５月 スタッフミーティング・コアミーティング
自己紹介、プレイベント準備
６月 プレイベント
アーティスト発表、市民スポンサーパス発売
プロジェクトの進行・コアミーティング
出店者説明会、翻訳、広報宣伝
７月 スタッフミーティング
会場下見、ご近所挨拶
８月 芸術祭本番
芸術祭、もぐフェス、わくフェス、アウトリーチほか
スタッフミーティング
振り返り、打ち上げ
１０月 海外アーティスト選考作業
応募締切、第一次選考、招へい状発送、内定
１２月 会計年度末
決算、確定申告、納税
１月 コアミーティング
次回の企画立案
３月 スタッフ更新手続

スタッフミーティングを見学してから申し込むことができます。

人生を変える経験
開催日および会場は随時お問い合わせください。

ただし、芸術祭開催期間中のお申し込みはできません。

ケータリング班 関係者の胃袋をつかむ

サービス班 お客さまへのおもてなし

ステージ班 会場内各ステージの裏方

ドリンク班 真夏の野外の最前線

ほかにも、情報を集めて伝達する「TOK 班」や、環境美化を啓蒙する「ごみごみプロジェクト」などがあります。１年を通して行われるプロジェクトには、もぐもぐフェスティバルを準
備するもぐもぐプロジェクト。協賛を集めるスポンサープロジェクト。アーティストプロフィールなどを翻訳する翻訳プロジェクトがあります。

一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパンは、年間を通 を支える、裏方のスキルも必要です。広報に関しては、 ます。まずは芸術祭スタッフとして、幅広い実績と経験
あらかじめ申し込みをお済ませください。
じて、はこだて国際民俗芸術祭のスタッフを募集してい イラストレーター、フォトショップ、ワードプレスなどが使え を積むことをおすすめします。一般社団法人ワールズ・
るとよいでしょう。文章が得意だったり、ブログを書くの ミート・ジャパン社員および職員の募集に関しては、個
ます。興味がある方はぜひお申し込みください。
個人情報取扱に関するポリシー／個人情報の定義は、
「個人情報の保護に関する法律」第 2 条の定める
が好き
な方は、事務作業に向いているか
も知れません。 別にお問い合わせください。
■対象
ところによります。一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン（以下「当法人」
といいます）
は、当法人
の定めた方式またはその他の方法により、芸術祭スタッフの個人情報をお預かりします。お預かりし
フェスティバルには、人生に必要なことがすべて詰まっ
■さらに深く関わるには
次の条件をすべて満た
している方が対象です。
た芸術祭スタッフの個人情報は、
芸術祭に関連する連絡や保険の加入等に使用し、
他の目的には使用
当法人は、
個人情報の漏洩の防止に努めます。芸術祭スタッフは、
当法人に対して自己の個
ています。それでは現場でお会いしましょう
！
各班の班長や各プロ
ジ
ェ
ク
トの
リ
ーダー
を務める、
コアメ
• しません。
高校生以上
（未成年者は親権者の同意が必要）
人情報を修正または削除するよう依頼することができます。当法人はその依頼に対し、速やかに対応
個人情報に関するお問い合わせは上記連絡先までどうぞ。
ンバーを随時募集しています。コアミーティングに参加し
• するものとします。
全日程または一部の日程について活動でき
ること
• 活動は無報酬であることについて承諾してくださること て、企画立案など、さらに深く芸術祭に関わることができ
学歴、資格、職業等は問いません。
組織図
なお、業務受注や自社 PRを主な目的とする方の申し込
みはお断りする場合があります。
コアミーティング
スタッフミーティング
GIA ミーティング
■主な役割
代表理事
インフォ・ゲート班
事前のスタッフミーティングに出席していただきます。プ
コアメンバー・班長
社員・職員
レイベント、ポスター貼り、市民スポンサーパスの販促な
ガイド班
オブザーバー
ど、芸術祭を広く知らせるための活動を行っていただき
プロジェクトリーダー
グッズ班
• 目標の設定
ます。本番前には班に分かれて、芸術祭当日の運営に
• 予算の編成
• 班の運営
携わります。
• 企画の承認
警備・設営班
• 企画立案
• 出演者の決定
■求められる・伸ばすことができる技能
• 改善活動
ケータリング班
• 会計等の事務
芸術祭スタッフとして必要な技能（スキル）は、経験者
プロジェクト
サービス班
から学ぶことができます。
もぐもぐプロジェクト
※GIA は一般社団法人の略
(General Incorporated Association)
例えば、コミュニケーション能力。外国語や日本語で意
ステージ班
スポンサープロジェクト
思疎通しましょう。外国人だからといって、必ず英語を話
翻訳プロジェクト
ドリンク班
すとは限りません。接客能力を身につけて、お客様に喜
ごみごみプロジェクト
of
TOK (Transfer
んでいただくのも大切なスキルです。イベントやステージ
Knowledge ) 班
• 専門的な活動
• 芸術祭の運営
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MANAGEMENT

市民のための祭典

組織と会計

一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパンは、公益を目的とした非営利事業を
行う団体です。国際・地域的な社会教育およびまちづくりの活動を推進して
います。芸術祭の主催者としては、目標の設定、予算の編成、アーティスト・
スポンサー・出店者の募集といった活動を年間を通じて行っています。
芸術祭のテーマに、エリス・ボールディグ、ブライアン・イーノらが発案した
「ロングナウ・ビッグヒア」という概念を取り入れています。また、キャッチ
コピーである「元町公園で、
『世界』に出会う」のとおり、国際的な芸術の
ほか、食文化、科学、スポーツなど様々な「世界」が出会う場をつくり出そう
と努力しています。芸術祭の運営は、市民有志によるスタッフと、
「市民スポ
ンサーパス」によって成り立っています。

組織の維持と健全な会計を目指して。
芸術祭を続けるため、いまできることは何か。
未来に対して、責任ある行動を。

スポンサーパス
芸術祭は「市民スポンサーパス」によって成り立っています。
芸術祭は初回から立ち上がりに必要な期間、文化庁をはじめ複数の補助金
や助成金等を活用してきました。他方、事業の自立のため、かかる費用を広
く薄く公平に負担していただく必要があることから、初回から市民スポンサー
という考え方を育ててきました。その考え方とは、市民一人ひとりが芸術祭
を支えているという誇りを、市民スポンサーパスという形にして表そうという
ものです。２０１３年からはより公平性を高めるため、元町公園会場の入場
はパスが必要である旨、参加者の皆様に向けてご案内しています。
一部の年齢層、家族連れや次世代に負担が偏らないようにしながら、安定
かつ独立した財源の確保を目指しています。芸術祭が９９９回まで続くよう、
今後もそのあり方を検討してまいります。これまでと変わらぬご理解とご協力
を賜りますよう、お願いいたします。

主催団体について
団体概要
団体名

一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン Worlds Meet Japan, GIA.
国際色豊かな文化と芸術の祭典であるはこだて国際民俗芸術祭を通じ、国際
観光都市函館における文化と芸術の振興、社会教育及びまちづくりの推進を
図り、その発展に寄与することを目的とし、その目的に資するための事業を行う。
代表理事 イアン フランク
代表理事（芸術監督） ソガ 直人
ロングナウ・ビッグヒア Long Now, Big Here.
元町公園で、
「世界」に出会う。
Every August. For 30,000 people. Worlds Meet in Japan.

目的
代表者
テーマ
キャッチ
コピー
沿革
年

月

２００７
２００８
２０１０
２０１１
２０１２
２０１４
２０１６

主なできごと

８ はこだて国際民俗芸術祭組織委員会設立
３ オーストラリアのフェスティバル「ウォーマデレイド」にて研修
（函館市市民自主研修支援事業）
８ 初回「はこだて国際民俗芸術祭」開催（以降毎年８月）
１ 通常総会で一般社団法人化を議決
２ 一般社団法人 WMDF 設立登記
８ もぐもぐフェスティバル初開催
臨時総会で名称変更を議決
９
一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン変更登記
８ わくわくフェスティバル初開催
５ 北海道新聞社第３回「地域げんき大賞」受賞

構成員

世界の潮流
まちづくりセンターにおける
スタッフミーティング

会計トピックス
持続可能な芸術祭を目指して。内容の追求とともに、健全な会計
であるよう気を配っています。①可能な限り支出を抑制すること、
②負担は広く薄く公平にすること、③企業会計原則に従い正確
な財務諸表等を作成するといったことを大きな柱としています。
①に関しては、業務を委託している取引先様には何度も見積をい
ただき、できる限りの協力をいただいています。②は協賛金のほか、
市民スポンサーパスとしてどれくらいの金額をお願いすべきか毎年
検討しています。③は確定申告や実績報告書の提出のほか、この
まま芸術祭を続けてよいかどうかを判断する資料となります。
こうした観点から、第００９回芸術祭におけるポイントを説明します。
■支出の主な科目について
芸術祭にかかる一般管理費として、報償費（主に謝礼や報酬）
、
旅費（アーティストの滞在費）
、需用費（消耗品、看板や印刷物）
、
食料費（アーティスト・スタッフの食事）
、役務費（通信費や手数
料）
、委託料（広告、音響照明、警備）
、賃借料等（ステージ、会
場内設備、発電機、車両の借上）
といった科目があります。
■旅費と賃借料の増加
今回取り上げる旅費、そして賃借料のうち車両借上費について、取
引先様の経営努力にかかわらず、いずれも増加する傾向にあります。
アーティストの宿泊費の算出方法は、単価×人数×宿泊人数で
す。芸術祭は７日間と長期にわたるので、アーティスト１人の増減
が支出の額に大きな影響を与えます。近年では海外から１団体
３０人から５０人といった規模の申し込みがあります。すべての団
体を受け入れたいのですが、予算を理由にお断りしているのが現
状です。それでもここ数年、増加の一途をたどっています。
宿泊先から会場までの移動にはバスやマイクロバス、ワゴン車な
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旅費の増加
年

どを借り上げて行っています。報道などでご承知のとおり、法令の
改正や海外観光客の増加を要因に、全国的にバスの数が不足し
ています。道内においても例外ではなく、その分の費用が増加し
ています。この傾向は当分の間続くであろうと予想しています。
■スポパス・ワンデイパスの見直し
収支の均衡をはかるため、近年では２年に１回程度、スポパス・ワ
ンデイパスの価格を見直しています。
見直しにあたっては、一部の年齢層、家族連れや次世代に負担
が偏らないよう慎重に検討しています。第００９回芸術祭は、パス
の価格改定にあわせて、これまで小学生以下だったパス不要を中
学生以下まで拡大しました。今後もアンケート等を参考に、広く薄
く公平にご負担いただく方法を模索します。
■消費税の納付
一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパンは２０１５年度決算期か
ら、消費税の課税事業者となりました。毎年の課税売上高を申告
し消費税を納付しています。
これからも正確な納税事務に努めてまいります。
■函館市による補助事業等実績報告書の公開
芸術祭は函館市補助金等交付規則に基づく補助金を受けてお
り、毎年補助事業等実績報告書を提出しています。
函館市はその報告書をウェブで公開していますので、会計に関し
てより詳細を知りたいという方はご参照ください。函館市のホーム
ページまたは「函館市、補助金、報告」といったキーワードで検索
してください。所管部局は教育委員会です。

千円

備考

２０１４
２０１５

2,513 決算
2,952 決算
2,900 予算
２０１６
（3,342）（決算見込）
賃借料のうち車両借上費
年

千円

備考

２０１４
２０１５

676
決算
978
決算
1,000 予算
２０１６
（1,137）（決算見込）
支出の主な内訳（２０１６年見込）

報償費 2,240

役務費 617

旅費 3,342

委託料 2,329

需用費 2,551

賃借料等 6,250

食料費 2,333

アーティストが渡航費を捻出して、主催者が滞在費を負担する。わが国では
なじみの薄いこの仕組みですが、世界に目を向けると、欧州や南米ほか各
地で盛んに行われています。
はこだて国際民俗芸術祭の着想は、２００２年のクロアチア・第３６回「国
際民俗芸術祭」までさかのぼります。ザグレブ・コンサート・マネジメントとい
う非営利組織が運営していて、民俗音楽と舞踊に特化した内容です。この
内容や運営の仕組みが大いに参考になりました。
もうひとつ、オーストラリアのフェスティバル「 ウォー マ デ レイド 」
（１９９２年から開催）
も欠かせません。こちらは主催者が渡航費やギャラを含め
たすべての費用を捻出する方式です。予算の規模は比較になりませんが、会
場がボタニックパークという公共の公園であること、大小（当時）
７つのステー
ジがあることなど、参考になる内容が盛りだくさん。ほかにもキッズコーナー、
フードコートの充実など、芸術祭が目標にすべきコンテンツが豊富にあります。
このウォーマデレイドはアデレードの貴重な観光資源として、南オーストラリア
州が支援しています。
アーティストや制作者をつなぐ国際的なネットワークもあります。IOV（アイ
オーブイ）や CIOFF（シオフ）がその代表で、それぞれが情報を交換しながら
互いに内容を高めています。はこだて国際民俗芸術祭は、日本でほぼ唯一
といえる国際的なフェスティバルと認識されていて、アーティストやファンから
世界的に注目を集めています。

イアン フランク
ソガ 直人
ふくだ たくま
代表理事
代表理事（芸術監督） 社員（事務局）

北村 資暁
社員

芸術祭経過
年

回

開催 う ち
日数 中止

スポンサー
パス（円）

ワンデイ
パス平日

ワンデイパ
ス土日祝

総動員数

国地
域数

アーティ
スト数

出店数

２００８

００１ ４ ２ 1,000

−

−

10,280

７ １９０ ５

２００９

００２ ４ ０ 2,000

−

−

23,260

１２ ３１９ ８

２０１０

００３ ４ ０ 2,000

−

−

30,320

１１ ２１３ １７

２０１１

００４ ５ １ 2,000

−

−

32,820

１１ １１４ ３５

２０１２

００５ ５ ０ 2,000

−

−

49,970

１２ ２１１ ４４

２０１３

００６ ６ ０ 2,000

500

500

30,910

１０ １９６ ４１

２０１４

００７ ６ ０ 2,000

500

1,000

29,240

１１ １９１ ５０

２０１５

００８ ６ ０ 2,000 1,000 1,000

40,210

１２ １６０ ５７

２０１６

００９ ７ ０ 3,000 1,000 2,000

30,730

１４ ２４１ ６３

天候

本誌印刷時で訂正等を含む最新の数字。開催日数は元町公園会場のみ。２０１３年から元町公園会場にパス必要（一部対
象外）
。総動員数はオープニングおよび関連イベントを含む。国地域数は日本を含む。アーティスト数は国内アーティストを含む。
２０１０年まで主催者またはワールドフードコートにおける出店数。天気は開催期間におけるおおよその傾向。

会場設営の様子。業者とスタッフが役割分担してそれぞれ汗を流した。２０１６ 地域げんき大賞の賞状とトロフィー、そして掲載記事が収められた額とともに記
年は高校生スタッフの活躍が随所で光った年になった
念撮影。芸術祭にとって初めての受賞歴となった

北海道新聞本社（札幌）で写真展を開催。芸術祭を初回から撮り続ける有限
会社グレアトーンによる作品が展示された

合計 19,662 千円
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市民一人ひとりの誇りが、芸術祭を支えています

協賛 Sponsors

大水達也

〈第００９回〉はこだて国際民俗芸術祭
同時開催 もぐもぐフェスティバル２０１６
		
わくわくフェスティバル
主催：一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン
〒041-0833 函館市陣川町 52-1
		
wmdf@wmdf.org
		
http://wmdf.org
WMDF 特別公演実行委員会
共催：公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団
後援：函館市、函館市教育委員会
企画：ひのき屋
制作：株式会社ヒトココチ
WMDF, MoguFes & WakuFes are brought to
you by“Worlds Meet Japan”
.
一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパンは公益を目的
とした非営利事業を行う団体です。国際・地域的な社
会教育およびまちづくりの活動を推進しています。

（有）ウィズ
（株）池見石油店
（有）ウッド工房
五稜郭タワー（株）
（有）サインプランニングシステム
（医）慈友会 望ヶ丘医院
（学）函館大谷学園
サントリー酒類（株）
柏木商友会
（福）函館共愛会共愛会病院
ひとみ保育所
I’
s hair
（株）エヌ・ハーベスト
M・T SEA FOODS
桔梗保育園
三育保育園
（医）高橋病院
道南勤医協函館稜北病院
七飯ほんちょう保育園
ならてぃぶ函館／函館ジェネラリストカレッジ
（学）野又学園
函館高砂保育園
レストラン バスク／バルレストラン ラ・コンチャ
（株）ほくせん
松陰保育園
えんどう桔梗マタニティクリニック
TRATTORIA Piatti
atelier HANDS hokkaido
益井東洋治療院
キョーツー（株）
（医）こが整形外科クリニック
（株）
シンプルウェイ
（有）道南セキュリティーサービス
日通ガスサポート（株）
はこだて音楽鑑賞協会
函館ビヤホール
函館ホテル旅館協同組合
湯元花の湯
ななえ山本歯科
（有）北海道函館 moomoo-TAXI
（株）イチマス
（株）サトーエージェンシー
（株）JTB 北海道
（株）タザキトーヨー住器
鍋谷歯科医院
（株）ハートフル
函館海鮮居酒屋魚まさ
浜チャンポン 長万部三八飯店
ホテルパコ函館
スパ &カーサ函館
（医）雄心会函館新都市病院
（株）アジアンクラス
（株）田村氷室
Cocktail Bar CONCORD21
（有）赤坂総合室内
（有）ありた鍼灸
（有）岩沢葬祭
植松法律事務所
（有）大塚自工
おおわき整形外科・外科医院

（株）小倉工務店
（有）オフイス・K
（株）梶原昆布店
（株）亀田葬儀社
（医）亀田病院
カワシロ保険サービス
（株）川股設備工業
（株）環境科学研究所
北ガスフレアスト函館北（株）
気ままなパン屋窯蔵
行政書士北村資暁事務所
（株）KSドリームファクトリーダスキン下道
（株）建築企画山内事務所
（株）近藤商会
（株）笹尾自動車商会
佐藤公郎建築設計事務所
（株）三栄ヤマムラ
しらかば薬局
青函電気（株）
センチュリー 21（株）
リード不動産
相馬（株）
そば処陣屋
（医）大庚会
たかはし畳店
（株）ダスキン北任
月館測量設計（株）
ダリア調剤薬局
デイサービスふれあい
（医）同仁会佐々木病院
野田貸ボート店
函館環境衛生（株）
函館酸素（株）
はこだてすずめ
函館元町ホテル
プリントファクトリー
（株）プロテック
北海道熊さん（株）函館営業所
maido RAMEN NOODLE SOUP
（有）丸山燃料店
（株）モリチクリーニング
（株）
リージャスト
Auto shop さくら
ホテル湯の川
（有）花彦
市民スポンサーパスをお求めの皆様

【アトラススエリア】
芸術祭最大のアトラスステージで、駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局が好演。北海道新聞社「地域げんき対象」受賞団体

【ブンダエリア】
誰もが思わず踊りたくなるブンダステージ前

【デネブエリア】
夜になると函館の夜景と光り輝くアトラスステージを一望

協力 Service Sponsors
（有）グレアトーン
函館バス（株）
ペルノ・リカール・ジャパン（株）
キリンビール（株）
北海道キリンビバレッジ（株）
北海道コカ・コーラボトリング（株）
大水達也
青函フェリー
ホテルパコ函館／スパ &カーサ函館
（株）函館酪農公社
（株）
リアルグロウ
SPORTS 北海道
ハピネッ
トmama

【チャラエリア】
ギリシャ語で「喜び」を表す場所
アットホームなステージで開かれる大道芸人のパフォーマンスが人気

【ユードラエリア】
旧函館区公会堂の前で息をのむユードラステージ

はこだて国際民俗芸術祭レポート２０１６
２０１７年１月３０日
初版第 1 刷発行
発行者：一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン
TEL. ０１３８-５２-３８１５ 芸術祭事務局

【フレアエリア】
ペリー広場でエネルギーを発散 !

