三才児まつり ご当地キャラ説明

アルクマ

＜長野県 PR キャラクター＞
信州だけに出没する、大変珍しいクマ。因みに頭の葉っぱの向きは決まって
右向き。クマなのに寒がりで､いつも頭にかぶりもの…特にリンゴのかぶり
ものでいる事が多い。クマなのに旅好きで､いつも背中にリュックサック。
因みにリュックの中身は「夢と希望と旅の思い出」。信州をクマなく歩きま
くり､信州の魅力を世の中にクマなく広めるのが生きがい。
周囲からは多々、アルクマ君と呼ばれてしまいますが、実は性別不詳である
ので、むやみに『アルクマ君』と呼ばずに親しみを込めて呼び捨てにしてあ

げてください。また、胸のマークに関しても以前はオヤマなマークであった事が多かったのですが、
現在ではしあわせ信州のハートマークで登場している事の方が多くなっております。

・出身：信州･日本アルプスのどこか

・性別：不明

・年齢：不明

・身長：リンゴの木の半分ぐらい

・体重：リンゴの 70 個ぐらい

・長所：行動的なこと

・短所：寒がり

・趣味：信州旅行､かぶりもの収集

・特技：信州のお国自慢

・好き：山､そば､りんご

・苦手：海､もずく

・座右の銘：未知を歩こう。信州
かつてのアルクマは｢長野県観光 PR キャラクター｣でしたが、2014 年 9 月からは【観光】の文字が取れて
「長野県 PR キャラクター」として現在も活動しております。そして上記にもありますが、胸のマークも
JR グループ様から長野県に版権が移った所で、通称「オヤマのマーク」から「しあわせ信州のハートマ
ーク」に変わったなどの変更点もあります。

また、2013 年より信濃の国のダンスパフォーマンス活動もしており、お手本動画も YouTube
にアップされているのですが、イベント会場ではアルクマによる信濃の国のダンスの披露の
機会になかなか恵まれない事に残念に思っております。

*おさらいとして、アルクマのよく間違え(忘れ)られてしまう注意点*
1.
2.
3.
4.

性別不明なのでアルクマ「くん」と呼んではいけない。
頭の葉っぱの向きは向かって右側と決まっている。
リュックの中身は夢と希望と旅の思い出。
信濃の国のダンスを覚えたので踊れる。

・・・などがあります。

〔みんなで踊ろう！アルクマダンス お手本編〕

https://www.youtube.com/watch?v=zrWV3pufzxw
プロジェクト亞璃紗
http://arisa.the-ninja.jp/
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おしのちゃん

＜篠ノ井公式キャラクター＞
2011 年篠ノ井イヤー事務局公認イメージキャラクターで篠ノ井地区住民自治
協議会所属。正式名は『シノノオコシシノミコト』(篠ノ井＋町おこし＋獅子＋
ミコトから)と言う、まちおこしの女神様のキャラクター。
そんな篠ノ井には別モノで非公式キャラクター【おしのさん】がいるのですが、
その分身体で、おしのちゃんはおしのさんが 30 年間のうたた寝を悔やんで悩
みぬいた末に、自分を見つめるもう 1 人の自分が心に芽生え、分裂したのがこ
のミニおしのさん(おしのちゃん)。おしのさんの純粋無垢な部分がおしのちゃ
んになったと言われる所で性格はドジだけど健気。おしのちゃんになったとも

言われる。後述するしの丸というレッサーパンダの師匠がいるのですが、とても仲良しである。
衣装の黄色い部分で「しののい」を体現し(簡略されて【しのい】に)、篠ノ井には驥山館［きざんか
ん］がある事などから、書の街と言う事で髪の毛の先が筆になっている。後頭部のリング？は羽衣を
模している。更には篠ノ井にある川柳将軍塚姫塚古墳の主では？とも言われ、かつての賑わいを取
り戻すために立ち上がった篠ノ井の活性化を願うキャラクターです。

しの丸

＜篠ノ井公式キャラクター＞
おしのちゃん同様、篠ノ井地区住民自治協議会のキャラクター。
国内有数の保有数を誇る篠ノ井茶臼山動物園のレッサーパンダがモチーフではあ
るが、しの丸とは別に、茶太郎と言う茶臼山動物園のキャラクターもいるので注
意。
おしのさんの師匠で最高位の神。“あのお方”とも呼ばれている。30 年うたた寝
をしてしまったドジなおしのさんの見張りに天より舞い降りた。普段は茶臼山に
住んでいて、可愛らしいがとても強い。時にはその強大な力でおしのさんに鉄拳
制裁を加えることもあるが本当は仲良し。素直なおしのちゃんとは更に仲良し。

“あのお方”と呼ばれる由縁は 2011 信州篠ノ井イヤーにおしのちゃんとペアで選出決定されるも、
名前は一般公募で決まった為である。
おしのちゃん同様、後頭部にあるものは羽衣を模している。
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かんなちゃん

＜須坂市公認キャラクター＞
実は広島生まれの宇宙育ち。
地球が何だか危うくなって来た感じがしたので帰ってきた。
真っ赤なカンナの街道を見つけて、降り立った場所が須坂市であった。
なので、単なる町おこしと言うコンセプトで生まれた須坂のキャラという訳
ではなく、日本でしかない原爆を体験した真の平和を希求するゆるキャラと
して、地球のゆるキャラとして生まれた。…それを 2014 年に須坂市が受け
入れてくれた形。
長野県ご当地キャラ総選挙では 2015 年 2016 年と連続で 2 位に選ばれた。

誕生日

1945 年 8 月 6 日

使命

平和な地球を作ること

肩書き

カンナ平和親善大使

花言葉

堅実な未来

特徴

放射能にも負けない強い体と優しい心

爆風に飛ばされるも１ヶ月後に奇跡的に復活
（カンナ・プロジェクト）
（通称カンナ大使）

頭の花びら状の３枚は、希望・勇気・笑顔
めしべおしべ状の２つは、未来と平和
花状の３とめしべおしべ状の２の５つは五大陸を表している
特技

笑顔（カンナスマイル）人々に元気をあげること

好きな言葉

「恕」［じょ・ゆるす］

己の欲せざるところ人に施す事勿れ

現在は、恕の精神を身に付け、自国の文化を知る為に様々なマナー・作法を勉強中。
かんなちゃんの歌「GOGO かんなちゃん

旬ちゃん

love&peace」も作られている。

＜長野県地産地消推進キャラクター＞
舌を出した愛嬌のある顔。県民の皆様 350 通の中から選ばれた。
この印のあるところに、地場産のおいしい農畜産物が並んでいます。つまり地
元の新鮮でおいしい農産物を PR するキャラクター。長野県農政部所属、地産
地消「信州を食べよう」キャンペーン推進委員会。
「おいしい信州ふーど（風土）」
の紹介をしている。
生年月日 2008 年 4 月 10 日（長野県地産地消推進計画策定日）
※動く旬ちゃん(着ぐるみ)は 2009 年 6 月 17 日にお目見え

性別

男の子

年齢

4 歳…歳をとるかは不明

性格

チャームポイント ペロリと出した可愛い舌とクリクリお目々

温厚で元気いっぱい！
特技 ジャンプ！？

好きな食べ物 「おいしい信州ふーど（風土）」、長野県内で生産された旬の農畜産物
夢 長野県内で地産地消の輪を広げること
プロジェクト亞璃紗
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わざまる

＜長野技能五輪・アビリンピック 2012 公式キャラクター＞
信州の山奥で生まれ、信州の魅力を高めるために日々修行中。長野で頑張る若
い技能者を応援中。
出身地

誰も知らない信州の山の中

外見特徴

手・そして山々を模った頭と、お腹のポケットが特徴。頭には技を
生み出す知恵が、お腹のポケットには技を形にする道具が詰まっ
ています。

好きなもの リンゴジュース
趣味
わざまるの道具
特技

いろいろなタイプの手袋を集めること

はさみ(理美容)、スパナ、パソコン(web 製作)、フライパン(料理)

いろいろな技を繰り出して「信州の魅力を高める」こと。 「優れたモノを生み出す技」
「自然
の恵みを生かす技」「訪れた人をもてなす技」・・・。 他にも新しい技を修行中です。

サイまる

＜三才駅キャラクター＞
3 月 3 日、長野市三才生まれ、永遠の 33 歳。オス。
出没地は三才駅。3 才の息子がいる。
好きなものは山菜でポケットにも入れている。
嫌いなものはポイ捨て。
特技はみんなを笑顔にする事、農業。しなの鉄道１の物知り？
現在子育ての真っ最中という事で、長野市より子育て支援施策の一層の活用
を PR するため、 “ながの子育て応援キャラクター”として委嘱された。
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とがっきー

＜戸隠スキー場のキャラクター＞
戸隠大好き『とがっきー』は、とがくれ流忍法を修行中のやんちゃな男の子。
誕生日は 7 月 23 日。
性格は褒められて伸びるタイプ。好きなものはやっぱり「戸隠そば」。
スキーも大好きで背負っているのもスキー板な所で、特技はやっぱりスキー
とスノーボード。(板の向きは地面に付ける側が外側らしい。)
得意技は、とりあえず変身（変装？）。
女の子バージョンの仲間もいるそうで(着ぐるみはまだな
い)、2016 年に『とがみちゃん』と命名されました。

づなっち

＜飯綱高原スキー場のキャラクター＞
飯綱高原スキー場の新キャラクターとして 2014 年に誕生した。自分のこと
をおいらと言う男の子で、スキー場での雪遊びが大好き。そり遊び、雪だる
ま作り、雪合戦スキーも滑れる。誕生日は 2 月 11 日。
因みにモデルはカラス天狗だそう
ですが、飯縄の天狗は単なる天狗で
はなく日本八天狗の 1 つ飯綱三郎天
狗である。因みに冬場は、スノーピ

ースと言う盛り上げ隊と共にスキー場で頑張っており、づ
なっちとのじゃんけん大会も実施されている。
…余談ですが、元々づなっちがデビューする前には、あかまる＆あおまると言う
キャラクターがいたそうで、性別・出身地・年齢等一切不明。飯綱高原スキー場
に居候する二人？ということらしい。
つかみどころがない性格だが、支配人の命令には従順であったらしい。
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亞璃紗［ありさ］

＜長野のフリーキャラクター＞

長野市にはたくさんのご当地キャラクターがいるにも関わらず、中心市街地には
キャラクターがいないと言われる中、キャラクターと人を、キャラクターと地域
を、キャラクター同士を繋げたいと立ち上がったキャラクター。立ち位置的には
長野駅前のキャラクター。
自らは PR するものがない分、ふれあいたいと思っている所で『喋れない分、お
さわり OK』を歌い文句に交流を大事にしたいと願うキャラクターではあるが、
後ろ盾もなく自由な所でご当地キャラの在り方を説くような毒舌キャラクターへと変わりつつある。
中でも昨今ご当地キャラへの虐待のニュースもある中で喋れない・身動きしづらい弱者であるキャ
ラクターが虐待されないように訴える事を、児童虐待防止のオレンジリボンと関連付けピンバッジ
を付けて活動もしている。立ち位置的にはキャンペーンガールと同じなので服装は自由、その場に
合わせた服装であるが、様々な市民活動の応援にも積極的で、その支援を行っているながの忍者を
ふやそう大作戦さんのイベントに参加したり、忍者 T シャツを着ていたりもする事も多い。
因みに亞璃紗という名前・・・漢字の由来は、
亞・・・亞 空間（2．5 次元）的な
璃・・・浄瑠 璃（人形）でありながら
紗・・・細糸で織った軽くて薄い絹織物…転じて糸で繋ぐモノ

である。

ただ、篠ノ井のご当地キャラおしのさんが篠ノ井からパルセイロを応援したい！と頑張っていると
ころで、亞璃紗も長野駅前から応援したい！と言う活動もしている。一応、年齢は永遠の 20 歳で
誕生日は 11 月 22 日。
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