
記念日は日付のある文化です
記念日は毎年やってくるビジネスチャンスです
記念日は歴史を記憶する最高の装置です
日本記念日協会は、記念日を通じて世の中を明るくし、
企業を元気にし、地域を心豊かにする日本で唯一の記念日
に関する総合情報サービスを手がける一般社団法人です。
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日本記念日協会ＨＰ　https://www.kinenbi.gr.jp
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日本記念日協会のロゴーマークは「記念日（きねんび）」
をローマ字で表記した「ｋｉｎｅｎｂｉ」をモチーフにしたも
のです。緑色は虹の七色の中心の色として記念日文化
のシンボルカラーです。７つの○は１週間を表してお
り、左端の赤は日曜日を、右端の青は土曜日を意味し
ています。日々のカレンダーの中に記念日文化が息づ
いていくことを願いデザインしました。

　　　　一般社団法人
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　全国各地で人と人が思いやり、地域と人が結び合うことで、地域を元気にしようとする
試みが行われています。「誕生日の丘」は誕生日を活用して、地域の人たちが集い、遠方
から訪れた人とのつながりを持つことの大切さを実感し、暮らしやすく、親しみやすい、
心癒されるまちづくりの一助にとの願いから構想されたものです。
　１月から１２月までを表す１２の段ごとに、各月の１日から３１日までの日を表す丸太などを
設置し、そこに１年３６６日すべての日の日付のプレートを置いたこんもりとした丘を築き

「誕生日の丘」と命名します。
　訪れた人はそれぞれの日付を見るたびに「両親」「家族」「友人」「知人」「先輩」「同僚」

「後輩」「恩師」など、今まで出会ってくれた人々に思いをはせ、感謝を込めて「ありがと
う」と伝えることで、人も地域も優しい気持ちが醸成されるに違いありません。
　もちろん「自分」の誕生日のところで、生まれてから今日までのことを振り返り、明日
への励ましとすることもできます。
　また、誕生日は誰にでもある記念日なので、その地域の人だけでなく、他の地域からも
多くの人が訪れるようになります。そこから新たな交流が生まれ、さらに地域が元気に
なっていくことでしょう。人も地域も「おたがいさま」と、相手のことを思いやる心こそ、
その先に元気をつないでいくことになるのですから。
　生まれてきた喜び、生きることの素晴らしさ、そして明日へ希望などを包み込んだ「誕
生日の丘」は、人を元気に、地域を明るくする新しいスタイルの地域を活性化するデザイ
ンであり、文化的創造モニュメントです。
　さらには「自分も含めて、誰かの誕生日を祝ってあげたいときは『誕生日の丘』に登る
こと」がひとつの約束事のようになることで、それを記念した商品開発や催事の展開も考
えられます。
　地域が魅力的になるには、そこに何があるかとともに、そこにどんな物語があるかが不
可欠です。「誕生日の丘」は人を思うことの素敵なことを教えてくれる場所であり、ひと
り一人の人生の物語を記憶する場所でもあります。

「誕生日の丘」設置場所募集について
　一般社団法人日本記念日協会では「誕生日の丘」
の設置を希望する地方自治体・団体・企業・個人
などを募集しています。
　ご関心のある方は、一般社団法人日本記念日協
会「誕生日の丘・プロジェクト」までお問い合わ
せください。
　設置・第１号「長野県佐久市中央公園」
　上から１月、２月、３月と１２月までを表す１２段
に、それぞれの月の日数分の丸太を埋め込み、そ
こに日付のプレートを付けた「誕生日の丘」。手前の公園の入り口には「誕生日の丘」の
金色のプレートが設置されています。
※「誕生日の丘」は一般社団法人日本記念日協会の商標登録（登録第５４９７９４０号）です。
※「誕生日の丘」は一般社団法人日本記念日協会によって認定されたもののみが対象とな

ります。

ごあいさつ

　１年３６５日（閏年は３６６日）、それぞれの日にさまざまな記念日があります。それは人々

がカレンダーというものを生み出してからの歴史であり、文化のひとコマひとコマです。

　日本では「国民の祝日」をはじめとして「ひな祭り」「七夕」など、伝統的な行事とし

て定着しているものから、「○○の日」「○○記念日」といった業界や企業、自治体などが

そのＰＲ効果を目的に制定したものまで、さまざまな記念日があり、年々その数は増え続

けています。

　そうした記念日の正しい情報のまとめ役となるべく、日本記念日協会は１９９１年４月１日

に発足しました。

　以来、記念日についての研究、情報の収集と発信、広報支援活動、社会貢献活動などを

通じて、世の中を明るくし、企業を元気にし、地域と人々を心豊かにする日本で唯一の記

念日に関する総合情報サービス機関として活動を続けています。

　日本記念日協会は「記念日は日付のある文化です」「記念日は毎年やって来るビジネス

チャンスです」「記念日は歴史を記憶する最高の装置です」の三つを合言葉に、記念日の

文化的、歴史的、産業的、教育的、社会的な発展を目指しています。

　記念日により、人々の日々の生活に潤いが生まれ、社会に歴史が刻まれ、産業が盛んに

なり、環境、医療、福祉、教育などの社会的に大切な情報がより多くの人に届くことで、

世の中と人々を豊かに出来ると考えているからです。

　この冊子から日本記念日協会の活動内容を知っていただければ幸いです。

一般社団法人 日本記念日協会　代表理事　

加瀬　清志　

「誕生日の丘」について
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　日本記念日協会では「記念日は日付のある文化」「記念日は毎年やってくるビジネスチャ
ンス」「記念日は歴史を記憶する最高の装置」と捉えて、以下の活動を行っています。

記念日の認定と登録
　企業、団体、個人などによってすでに制定されている記念日、新しく制定を目指してい
る記念日についての認定と登録を行っています。これにより、その記念日の正確な日付、
由来、目的、活動内容などを把握し、販売促進、広報活動を支援しています。
　
周年記念の認定と登録
　企業・団体などの創業、創立、設立、開設した年月日、人物・商品・サービスなどが誕
生、発売された年月日、自治体・学校などが制定、開校された年月日など、さまざまなも
のの始まりを記録し、その歴史を記憶する「周年記念登録」制度を行っています。これに
よりその成り立ちの歴史や年月の深さを後世に伝えることができ、社会的に周知・記憶さ
れることで誇りが持てます。

記念日データの提供と共同企画及び講演
　記念日に関するデータの提供とともに、記念日を活用した企業・団体との共同企画、記
念日で社会を楽しくする講演などをすぐに役立つ実践的な内容で行っています。

記念日関連商品の企画と発行と販売
　『２１世紀・１００年カレンダー』（日本記念日協会）
　『２０世紀・２１世紀／２００年カレンダー手帳』（日本記念日協会）
　『すぐに役立つ３６６日・記念日事典』（創元社）
など、記念日に関連したカレンダー、書籍の企画・発行・販売を行っています。

「記念日文化研究所」の設立と運営
　記念日文化の向上を目的に、記念日、祝日、誕生日、年中行事、暦、二十四節気、雑節
など、日付に根ざした事柄の研究を行う「記念日文化研究所」を設立しています。

「記念日の聖地」の選定
　記念日を活用して地域振興を図る地域などの中で、とくにふさわしいと認められる場
所・地域を「記念日の聖地」として、選定委員会で審査し選定をしています。

「誕生日の丘」の設置
　誕生日を活用して、地域の人たちが集い、訪れた人とのつながりを持つことの大切さを
願い、１年３６６日の日付を備えた「誕生日の丘」を各地に設置しています。

協会の主な活動
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認定登録制度の内容と手順 
　日本記念日協会では記念日文化の発展を願い、従来からある記念日はもちろん、新たに
誕生した記念日、これから制定を目指している記念日などを認定登録する制度を設けてい 
ます。 
　業界団体、企業、個人の方々などで自らの記念日を協会に登録したいとお考えのとき 
は、記念日の名称・日付・由来などの必要事項を所定の「記念日登録申請書」にお書き込 
みの上、協会までお送りください。 
　協会で名称・日付・由来・目的・今後の予定などをもとに審査し、登録の合否を決定い 
たします。 
　尚、政治的、宗教的、反社会的な要素が強いもの、記念日文化の発展を損なう恐れがあ 
ると協会が判断したもの、すでに登録されているものなどは登録できません。 
　また、すでに登録認定されたものでもその後に同様の判断がなされたもの、その記念日 
について１年間活動が行われていないと協会が判断したもの、さらに登録者と連絡が取れ 
ない記念日は登録を取り消すことがありますので、住所、電話番号、担当者などの変更の 
際は必ずご連絡ください。取り消した際に登録料の返金はいたしません。

※「記念日登録申請書」はこの冊子の７ページをコピーするか、日本記念日協会のホー
ムページからダウンロードしてください。

　原則として、毎週火曜日にその前週の金曜日までに届いた申請書をもとに審査会を開い 
ています。即日、合否の判定を行いますが申請書の内容によってはさらに書類などお送り 
いただき、翌週火曜日の審査会に繰り越されることもあります。
　合格と判定されるとその通知書と登録料などの請求書をお送りいたします。 
　正式な登録日は記念日登録料のお支払いをいただいた日となり、その日付の記載された
「記念日登録証」をお送りします。また、日本記念日協会のホームページの「今日の記念日」
に「記念日協会認定記念日」として掲載します。 

「記念日登録証」の授与式イベントについて
　記念日を登録された方の中で、社会的なＰＲ効果、 
企業・団体など内部の認識の共有のために、記念日登 
録証の授与式イベントを行いたいという方が増えてい 
ます。
　その際には日本記念日協会から役員を派遣し、登録 
証の授与とその記念日についてのスピーチを行わせて 
いただきます。
別途、派遣費、交通費などが必要です。「記念日登録申 
請書」の備考欄に「記念日登録証授与式希望」と書いて 
ください。詳しくはお電話でお問い合わせください。

記念日認定登録制度について
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認定登録効果と登録料 
　日本記念日協会の記念日登録制度に登録されますと…
⑴　日本記念日協会の公式ホームページに記念日協会認定記念日として、名称、日付、
由来、リンク先が掲載されます。

⑵　登録された記念日をオフィシャルに使用する際、イベント・告知などにおいて「日
本記念日協会登録済」と謳うことができます。
⑶　新聞・テレビ・雑誌・ラジオ・インターネットなどのマス・メディアに対するアプ
ローチ、広告なども含めて、実践的なＰＲ活動に効果的です。

⑷　対外的なアピールだけでなく、社内、団体内のモチベーションの向上、イベント企
画のきっかけづくりなどにも役立ちます。
⑸　記念日は毎年やってくるので継続的なアピールが行え、それを定番化することで年
中行事のように世の中に新しい文化を生み出すことができます。

　日本記念日協会の記念日登録料は、１件１５万円（税別）です。 
　登録をいただいた制定者の方には記念日登録証（ガラス面の額入り・送料込み）をお送
りします。 
　また、制定者が複数いるなどで記念日登録証が２枚以上必要な場合は、別途１枚につき
３万円で発行いたします（ガラス面の額入り、送料込み、税別）。

　同じ記念日を年に２日以上設けるときの記念 
日登録料はホームページでご確認ください。「毎 
月○日」「○○週間」「○○月間」も同様。
　社名変更などにより登録証に記載された名称 
が実際と違うときは新たに記念日登録証を５万 
円（ガラス面の額入り、送料込み、税別）で発 
行いたします。尚、記念日登録の譲渡は認めら 
れません。

※申請料、審査料、更新料などの費用はかかり 
ません。 
※記念日登録料、記念日登録証代などは改訂さ
れることがあります。

記念日認定登録の効果と登録料
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大寒	 甘酒の日（森永製菓株式会社）
２月１日	 ガーナチョコレートの日（株式会社ロッテ）
２月７日	 オリンピックメモリアルデー（日本青年会議所長野ブロック協議会）
２月２２日	 行政書士記念日（日本行政書士会連合会）
３月１０日	 名古屋コーチンの日（愛知県）
３月１8日	 点字ブロックの日（岡山県視覚障害者協会）
３月２０日	 日やけ止めの日（株式会社資生堂）
4月最終水曜日	 国際盲導犬の日（日本盲導犬協会）
５月4日	 スター・ウォーズの日（ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）
５月１５日	 Ｊリーグの日（日本プロサッカーリーグ）
５月１8日	 消費者ホットライン１８８の日（いややの日）（消費者庁）
５月２６日	 源泉かけ流し温泉の日（野沢温泉源泉かけ流しの会）
6月２日	 イタリアワインの日（イタリア大使館）
6月6日	 ひつじの日（株式会社メリーチョコレートカムパニー）
７月１日	 井村屋あずきバーの日（井村屋グループ株式会社）
７月２日	 谷川岳の日（群馬県みなかみ町）
７月７日	 カルピスの日（カルピス株式会社）
７月７日	 ドリカムの日（ユニバーサルミュージック合同会社）
７月１０日	 ウルトラマンの日（円谷プロダクション）
７月１２日	 人間ドックの日（日本人間ドック学会）
７月２０日	 ハンバーガーの日（日本マクドナルド株式会社）
８月１日	 バイキングの日（株式会社帝国ホテル）
８月4日	 吊り橋の日（奈良県十津川村）
８月１０日	 ハイボールの日（サントリー酒類株式会社）
9月6日	 松崎しげるの日（株式会社オフィスウォーカー）
9月１９日	 育休を考える日（積水ハウス株式会社）
9月第３月曜日	 グランド・ジェネレーションズデー（イオンリテール株式会社）
１０月１日	 乳がん検診の日（あけぼの会）
１０月３日	 アンパンマンの日（日本テレビ音楽株式会社）
１０月８日	 はらこめしの日（宮城県亘理町）
１０月１０日	 岡山県産桃太郎トマトの日（ＪＡ全農おかやま）
１０月第３日曜日	 まごの日（日本百貨店協会）
１１月５日	 津波防災の日（内閣府）
１１月１１日	 ポッキー&プリッツの日（江崎グリコ株式会社）
１１月２4日	 「和食」の日（和食文化国民会議）
１２月１日	 東京水道の日（東京都水道局）
１２月第２月曜日	 Cyber	Monday（アマゾンジャパン株式会社）
１２月１２日	 漢字の日（日本漢字能力検定協会）
毎月１０日	 Windows１０の日（日本マイクロソフト株式会社）
毎月１２日	 育児の日（神戸新聞社）
毎月9の付く日	 クレープの日（株式会社モンテール）
周年記念	 ケンミン食品株式会社・創業（１９５０年３月８日）

認定登録されている記念日・周年記念（一部）
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周年記念登録制度の内容と手順
　日本記念日協会では「記念日登録制度」とともに、企業・団体などの創業、創立、設立、
開設した年月日、人物・商品・サービスなどが誕生、発売された年月日、自治体・学校な
どが制定、開校された年月日など、さまざまなものの始まりを記録し、その歴史を記憶す
る「周年記念登録」制度を実施しています。
　企業・団体・個人の方で関係性のある「周年記念」を登録したいとお考えのときは所定
の「周年記念登録申請書」をコピーしてご記入の上、協会までお送りください。また、創
業や誕生などの日付を示す資料などがある場合はお送りください。
　協会で登録申請書を審査し、認められたときは書面でお知らせします。

※「周年記念登録申請書」はこの冊子の9ページをコピーするか、日本記念日協会のホー
ムページからダウンロードしてください。

周年記念登録効果と登録料
　日本記念日協会の周年記念登録制度に登録されますと……
　日本記念日協会の公式ホームページに記念日協会認定周年記念として、名称、日付、周
年数、紹介文、リンク先が掲載されます。周年記念はその日付に登録され、登録された翌
年から毎年１月１日を迎えると周年数を加算して表示されますので、企業・団体・商品な
どの成り立ちなど歴史的価値を社会的に周知、記録することができます。
　日本記念日協会の周年記念登録料は、１件１５万円（税別）です。登録後の更新料は発生
しません。登録をいただいた登録者の方には「周年記念登録証」（ガラス面の額入り・送
料込み）をお送りいたします。

「周年記念登録証」の授与式について
　創業○○周年記念式典、発売○○周年キャンペー
ンによるＰＲ、企業・団体内での共通認識を高める
などを目的として「周年記念登録証」の授与式を行
いたい場合は「周年記念登録申請書」の備考欄に「周
年記念登録証授与式希望」とご記入ください。
　日本記念日協会から役員を派遣し、「周年記念登
録証」の授与とともにスピーチをさせていただきま
す。別途、派遣費、交通費などが必要です。
詳しくはお電話でお問い合わせください。

周年記念登録制度について
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記念日データの提供と共同企画・講演について
　日本記念日協会では記念日に関するデータを有料で提供しています。
　「毎日の記念日を掲載した新聞、雑誌、カレンダーや手帳を制作したい」「国民の祝日、
記念日、二十四節気、六曜など暦のデータが欲しい」「１年３６５日、その日ごとの記念日の
花のデータを使いたい」「食品関係の記念日のデータをスーパーの販促に使いたい」など、
さまざまな要望にお応えします。
　同時に企業・団体・自治体・グループなどと共同で、記念日を活用した地域活性化、商
品開発、プロジェクトの推進などを行います。
　講演は記念日を観光やまちづくりに役立てたい自治体、自社製品の販売促進に活用した
い企業、その名称や活動内容の知名度を上げたい団体・グループなど、目的に応じたアイ
デア、ヒントを中心としたすぐに実践出来る内容を中心にお話しします。
　記念日データ、共同企画、講演の依頼などをご希望の方は電話でお問合せください。

記念日関連商品・カレンダーと手帳などの企画と発行と販売
『２１世紀・１００年カレンダー』
　２００１年から２１００年までの１００年間を縦１０３センチ、横７３センチ
の１枚の紙に収めたカレンダーです。誕生祝い、結婚式の引き
出物、入学式や卒業式の記念品などに活用できるほか、２１世紀
を展望する企業・団体などから一括購入していただいています。

『記念日・歳時記カレンダー』（創元社）
　毎日のカレンダーに１日１件の記念日名とその由来を掲載
した月めくりの「記念日カレンダー」です。歳時記、旧暦、
月齢、二十四節気、七十二候、六曜なども記載されています。

『２０世紀・２１世紀／２００年カレンダー手帳』
　１９０１年から２１００年まで、２０世紀と２１世紀の２００年間のカレンダーを１
ページに１年ずつ掲載した手帳です。過去から現在、そして未来までがこ
の１冊に記帳ができます。生まれた曜日別の性格表も掲載されています。

『BIRTHDAY CARD』
　１年３６６日（閏日も入れて）毎日の記念日、幸運の花、幸運の鍵、幸運
の曜日などを記載した３６６枚のカードです。その日生まれの人のトラン
プ、ジャンケン、アルファベット、サイコロの目も表示されています。

記念日データの提供と共同企画及び講演・
記念日関連商品の企画と発行と販売
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日本記念日協会が著作・監修した書籍
　記念日は日付のある文化ですので、その日にこだわったものを３６６（閏日を入れて）種
類の形で表現したり、主な記念日に縁のものを当てはめて提案、出版しています。
　協会ではこうした３６６日別に記載した記念日の事典はもとより、生活の中に潤いを与え
てくれるケーキ、花束、季節ごとに大切にしたい道具などを主な記念日と組み合わせた書
籍を発行しています。

『すぐに役立つ・３６６日記念日事典』[第３版]（創元社）
　１年間の記念日を日付順に由来文とともに紹介した記念
日事典の決定版です。日本記念日協会に認定登録されてい
る以外の記念日も含めて１６4６項目の記念日が掲載されてい
ます。ビジネスのヒントに、学習に、暮らしに、読んで調
べてためになって楽しめます。

『軽井沢のフローリストからあなたへ・
 記念日に飾りたいすてきな花束』（あすか書房）
　記念日にふさわしい花束を日本有数のフローリスト・長
野県軽井沢の「花企画」のアレンジによりオールカラーで
物語とともに紹介しています。結婚記念日ごとの花束も掲
載しました。

『記念日歳時記・季節の小道具』（ほおずき書籍）
　季節ごとに散りばめられた記念日と、その日にまつわる
小さな道具たち。例えば「時の記念日」の腕時計、「父の日」
の万年筆、「妹の日」のオルゴールなど、全部で５０話にま
つわる記念日と小道具のエピソードを紹介しています。

『すてき記念日～アニバーサリーに食べたい３９のケーキ～』
 （あすか書房）
　３９の記念日ごとにいちばん食べたい、贈りたい、ふさわ
しいケーキをオールカラーでその理由とともに紹介してい
ます。例えば「母の日」にはイチゴのショートケーキ、「父
の日」にはモンブランがお勧めです。結婚記念日の周年ご
とのケーキも掲載しました。

記念日関連・書籍の出版と監修
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研究所概要
　日本で唯一の記念日についての総合情報サービス法人である一般社団法人日本記念日協
会の付属機関です。
　記念日を文化的な視点から捉え、その歴史的意義、産業的価値、社会的貢献など、多面
的な角度から研究を行うことで記念日文化の向上を図り、社会と人々の心と暮らしを豊か
にすることを目的として２０１１年4月１日に設立されました。
　その時代における記念日の流れを読み解き、社会や産業をより良いものとするための記
念日の在り方を提案します。
　また、暦や記念日の持つ意味を多くの人に伝え、文化的な発展を目的に一般社団法人日
本カレンダー暦文化振興会会員としての活動も行っています。
　また、古来から行われてきた五節句、「人日」「上巳」「端午」「七夕」「重陽」の文化の
継承に力を注ぎ、ユネスコの世界無形文化遺産登録を推進する活動に参画しています。

※上席客員研究員、主任客員研究員、客員研究員などを置き、地域ごとの記念日の在り
方などの研究リポートを記念日文化研究所のＨＰで公開しています。

「研究所の主な活動」

「記念日を活用した新しい文化」の普及
　一年の日々の流れを記録する暦。日付を表形式にしたカレンダー。その中を彩る記念
日、二十四節気などが持つ意味合いとともに、暮らしの中での活かし方などを紹介し、暦
文化を広く普及させる活動を行います。
　たとえば日本記念日協会では１月の「小寒」から１２月の「冬至」まで、二十四節気それ
ぞれの日に食べる物を選定しています。
　それは「小寒の豚汁」「大寒のおでん」「立春のゆで卵」「雨水の昆布巻き」「啓蟄の鰆」
「春分のちらし寿司」「清明のオリーブサラダ」「穀雨の筑前煮」「立夏のアスパラのベーコ
ン巻き」など２4種類。それぞれにふさわしい理由があり、意味合いを持ち、季節感を大事
にした食材を選びました。
　こうした暦と食を結びつけることで、新たな食文化を誕生させることができます。

「記念日についての動向調査」の提供
　文化としての記念日からビジネスチャンスとしての記念日まで、世の中で表記され行動
される記念日を調査し、その建設的な展開を情報として提供しています。

記念日文化研究所について Kinenbi Culture Laboratory
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「記念日のマーケティング」の調査

　日本における主たる記念日の市場規模を調査し、データを分析して今後の記念日を活か 
した文化活動、商業活動に的確な提案を行っています。（現在は推計市場規模の一般公開は
しておりません。）

「記念日文化功労賞」の選定と贈呈 
　記念日文化の発展に貢献した団体・企業・個人などに「記念日文化功労賞」贈呈し、そ 
の功績を讃える活動を行っています。以下は過去に受賞された方々です（敬称略）。

第１号・JUJU　・第２号・野沢温泉観光協会 
第３号・株式会社メリーチョコレートカムパニー　・第4号・川上産業株式会社 
第５号・「親子の日」普及推進委員会　・第6号・井村屋グループ株式会社 
第７号・宮崎「橋の日」実行委員会　・第８号・ダイアナ株式会社 
第9号・株式会社神戸新聞社　・第１０号・株式会社石村萬盛堂 
第１１号・株式会社フェリシモ　・第１２号・社会福祉法人岡山県視覚障害者協会 
第１３号・一般社団法人全国食支援活動協力会　・第１4号・下諏訪の路地を歩く会 
第１５号・江崎グリコ株式会社

「記念日の聖地」の選定 
　歴史的、産業的、文化的などにおいて、記念日のシンボルとなる場所（発祥の地・由緒、 
縁のある地など）、記念日を活用して地域振興を図る地域などの中で、とくにふさわしい 
と認められる場所・地域を「記念日の聖地」として、日本記念日協会・記念日文化研究所 
の選定委員会で審査し選定します。

「誕生日の丘」の設置 
　誰もが持っている誕生日という記念日に、家族、友人、知人が集い、人とのつながりを 
持つことの大切さを実感してもらうことを目的に、日本記念日協会・記念日文化研究所で
「誕生日の丘」を各地に設置します。

「３６５ 日本」の収集 
　記念日は歴史、文化、産業、芸術、スポーツ、生活など、あらゆる分野にその日付ご 
とに存在します。それぞれのジャンルの中で１月１日から１２月３１日までの３６５日を日付順 
に、その日その日にゆかりのある事柄を３６５項目で書きあらわし、タイトルなどに３６５日
（あるいは３６６日）が入っている「３６５日本」の収集を行っています。
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　日本記念日協会では、記念日文化の向上を目的に、歴史的、産業的、文化的などにおい 
て、記念日のシンボルとなる場所（発祥の地・由緒、縁のある地など）、記念日を活用し
て地域振興を図る地域などの中で、とくにふさわしいと認められる場所・地域を「記念日 
の聖地」として選定をしています。「記念日の聖地」は記念日を愛する人の心に広く開放 
され、親しまれる場所であり続けることを目指しています。

選定・第１号「岡山県倉敷市」 
（２０１３年９月４日・選定証授与）

　選定理由・平成２２年に商工団体、大学、行政、 
マスコミ関係者などが連携して「記念日をすごす 
まち倉敷」推進協議会を設立。倉敷地域の魅力的 
な資源や素材を、地元業者の商品やサービスと結 
びつけ、記念日にふさわしい「体験観光プラン」
の開発を進めてきた実績があったことなどから。 

「記念日の聖地」選定地募集
　「記念日の聖地」への選定を希望する自治体、地域、団体、企業などの方は「記念日の 
聖地・選定申請書」を日本記念日協会まで請求してください。そして、選定申請書に必要 
事項を記入し、日本記念日協会「記念日の聖地」選定委員会までお申し込みください。
　選定委員会で審査を行い、結果をお知らせします（申請料・審査料は無料です。選定料 
は３０万円（税別）です。交通費・宿泊費は実費をいただきます）。

「記念日の聖地」に選定されますと…
⑴　記念日（誕生日・結婚記念日なども含みます）をテーマにしたキャンペーン活動な
どを行うことで、広くその場所や地域を知らせることができます。

⑵　「記念日の聖地」の選定書、プレートが一般社団法人日本記念日協会から発行され、
ひとめで「記念日の聖地」であることがわかります。
⑶　一般社団法人日本記念日協会の公式ホームページに掲載されます。
⑷　一般社団法人日本記念日協会から「記念日の聖地」としての魅力を活かした企画な
どの提案を受けることができます。 

「記念日の聖地」の主な選定基準は…
　１　「記念日の聖地」の趣旨に賛同できること。
　２　「記念日の聖地」にふさわしい背景、履歴のある場所であること。
　３　「記念日の聖地」のプレートを設置できる場所があること。
　4　「記念日の聖地」のプレートの除幕式・選定証の贈呈式を行えること。 
　５　「記念日の聖地」を継続的に地域振興などに活用できること。

「記念日の聖地」について
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　全国各地で人と人が思いやり、地域と人が結び合うことで、地域を元気にしようとする
試みが行われています。「誕生日の丘」は誕生日を活用して、地域の人たちが集い、遠方
から訪れた人とのつながりを持つことの大切さを実感し、暮らしやすく、親しみやすい、
心癒されるまちづくりの一助にとの願いから構想されたものです。
　１月から１２月までを表す１２の段ごとに、各月の１日から３１日までの日を表す丸太などを
設置し、そこに１年３６６日すべての日の日付のプレートを置いたこんもりとした丘を築き

「誕生日の丘」と命名します。
　訪れた人はそれぞれの日付を見るたびに「両親」「家族」「友人」「知人」「先輩」「同僚」

「後輩」「恩師」など、今まで出会ってくれた人々に思いをはせ、感謝を込めて「ありがと
う」と伝えることで、人も地域も優しい気持ちが醸成されるに違いありません。
　もちろん「自分」の誕生日のところで、生まれてから今日までのことを振り返り、明日
への励ましとすることもできます。
　また、誕生日は誰にでもある記念日なので、その地域の人だけでなく、他の地域からも
多くの人が訪れるようになります。そこから新たな交流が生まれ、さらに地域が元気に
なっていくことでしょう。人も地域も「おたがいさま」と、相手のことを思いやる心こそ、
その先に元気をつないでいくことになるのですから。
　生まれてきた喜び、生きることの素晴らしさ、そして明日へ希望などを包み込んだ「誕
生日の丘」は、人を元気に、地域を明るくする新しいスタイルの地域を活性化するデザイ
ンであり、文化的創造モニュメントです。
　さらには「自分も含めて、誰かの誕生日を祝ってあげたいときは『誕生日の丘』に登る
こと」がひとつの約束事のようになることで、それを記念した商品開発や催事の展開も考
えられます。
　地域が魅力的になるには、そこに何があるかとともに、そこにどんな物語があるかが不
可欠です。「誕生日の丘」は人を思うことの素敵なことを教えてくれる場所であり、ひと
り一人の人生の物語を記憶する場所でもあります。

「誕生日の丘」設置場所募集について
　一般社団法人日本記念日協会では「誕生日の丘」
の設置を希望する地方自治体・団体・企業・個人
などを募集しています。
　ご関心のある方は、一般社団法人日本記念日協
会「誕生日の丘・プロジェクト」までお問い合わ
せください。
　設置・第１号「長野県佐久市中央公園」
　上から１月、２月、３月と１２月までを表す１２段
に、それぞれの月の日数分の丸太を埋め込み、そ
こに日付のプレートを付けた「誕生日の丘」。手前の公園の入り口には「誕生日の丘」の
金色のプレートが設置されています。
※「誕生日の丘」は一般社団法人日本記念日協会の商標登録（登録第５４９７９４０号）です。
※「誕生日の丘」は一般社団法人日本記念日協会によって認定されたもののみが対象とな

ります。

ごあいさつ

　１年３６５日（閏年は３６６日）、それぞれの日にさまざまな記念日があります。それは人々

がカレンダーというものを生み出してからの歴史であり、文化のひとコマひとコマです。

　日本では「国民の祝日」をはじめとして「ひな祭り」「七夕」など、伝統的な行事とし

て定着しているものから、「○○の日」「○○記念日」といった業界や企業、自治体などが

そのＰＲ効果を目的に制定したものまで、さまざまな記念日があり、年々その数は増え続

けています。

　そうした記念日の正しい情報のまとめ役となるべく、日本記念日協会は１９９１年４月１日

に発足しました。

　以来、記念日についての研究、情報の収集と発信、広報支援活動、社会貢献活動などを

通じて、世の中を明るくし、企業を元気にし、地域と人々を心豊かにする日本で唯一の記

念日に関する総合情報サービス機関として活動を続けています。

　日本記念日協会は「記念日は日付のある文化です」「記念日は毎年やって来るビジネス

チャンスです」「記念日は歴史を記憶する最高の装置です」の三つを合言葉に、記念日の

文化的、歴史的、産業的、教育的、社会的な発展を目指しています。

　記念日により、人々の日々の生活に潤いが生まれ、社会に歴史が刻まれ、産業が盛んに

なり、環境、医療、福祉、教育などの社会的に大切な情報がより多くの人に届くことで、

世の中と人々を豊かに出来ると考えているからです。

　この冊子から日本記念日協会の活動内容を知っていただければ幸いです。

一般社団法人 日本記念日協会　代表理事　

加瀬　清志　

「誕生日の丘」について
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記念日は日付のある文化です
記念日は毎年やってくるビジネスチャンスです
記念日は歴史を記憶する最高の装置です
日本記念日協会は、記念日を通じて世の中を明るくし、
企業を元気にし、地域を心豊かにする日本で唯一の記念日
に関する総合情報サービスを手がける一般社団法人です。
〈記念日登録申請書・周年記念登録申請書／掲載〉

〒３８５－０００４　長野県佐久市安原１５０５－１１
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日本記念日協会ＨＰ　https://www.kinenbi.gr.jp
記念日文化研究所ＨＰ　http://www.kinenbilabo.jp

日本記念日協会のロゴーマークは「記念日（きねんび）」
をローマ字で表記した「ｋｉｎｅｎｂｉ」をモチーフにしたも
のです。緑色は虹の七色の中心の色として記念日文化
のシンボルカラーです。７つの○は１週間を表してお
り、左端の赤は日曜日を、右端の青は土曜日を意味し
ています。日々のカレンダーの中に記念日文化が息づ
いていくことを願いデザインしました。

　　　　一般社団法人

日本記念日協会
Japan Anniversary Association
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記念日文化研究所ＨＰ　http://www.kinenbilabo.jp


