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The 
Spirit 
of Alberta

   Culture is who we are, 
        what we value,

  what we consider beautiful, 
how we spend our leisure time 

     and how we think about   
              and treat others.



 
   

 
   

Our vision�
Our vision� is an� Alberta where all citizen�s feel a sen�se of 
belon�gin�g an�d pride, an�d participate in� cultural an�d recreation�al 
activities that reflect their diverse heritage an�d en�rich their lives.

Our mission�
To en�sure Albertan�s have the opportun�ity to share, express an�d 
experien�ce culture in� a provin�ce that respects the past,  
celebrates the presen�t an�d welcomes the future. 

Why n�ow?
 As our provin�ce un�dergoes an� aston�ishin�g period of econ�omic 
an�d population� growth, the Govern�men�t of Alberta un�derstan�ds 
the in�creasin�gly vital role culture plays in� our commun�ities. “The 
Spirit of Alberta” provides a framework to help Albertan�s address 
these challen�ges an�d help to seize the opportun�ity to create a 
better quality of life through in�creased access to cultural activities.

Culture con�n�ects
 In�dividuals to their commun�ities + commun�ities to their provin�ces 
+ provin�ces to their n�ation�s + n�ation�s to other n�ation�s.

Guidin�g  
Prin�ciples
Albertan�s have expressed  

of culture, foun�ded on� a  

in�form the policy an�d guide the 
provin�ce in� settin�g goals  
an�d developin�g cultural 
strategies, in�itiatives an�d 
programs. This policy will 
en�han�ce culture in� Alberta 
through:

The Four 
Keyston�es
In�formed by the guidin�g 
prin�ciples an�d the vision�, this 
policy will successfully address 
the four importan�t keyston�es:

1. Access – En�sure all 
Albertan�s have access to 
cultural experien�ces an�d 
opportun�ities.

2. Capacity – En�courage,  
support an�d promote activity 
an�d partn�erships within�  
Alberta’s commun�ities.

1. Quality of life – Measured 
n�ot on�ly by econ�omic 
success, but by the ben�efits of 
participation� in� cultural activities.

2. Partnership and 
collaboration – A thrivin�g 
cultural commun�ity requires a 
healthy social capital marked by 
active volun�teerism an�d a stron�g 
n�on�-profit sector.

3. Diversity – By celebratin�g 
our cultural heritage an�d creative 
expression�, all Albertan�s will feel 
a sen�se of pride an�d belon�gin�g.

3. Excellence – Promote 
excellen�ce in� the work 

organ�ization�s.

4. Cultural industries –  
Alberta’s Cultural Policy will 
n�urture growth, sustain�ability 
an�d in�vestmen�t in� Alberta’s 
cultural in�dustries.

4. A valued cultural and 
creative community – 
Culture is vital to the in�dividual, 
an�d the social an�d econ�omic 
prosperity of the provin�ce.

5. Education and lifelong 
learning – Our education� 
system con�tributes to Alberta’s 
cultural developmen�t.

6. Stewardship and 
sustainability –  
Govern�men�t an�d citizen�s 
share the respon�sibility for 
protectin�g an�d en�han�cin�g our 
culture for future gen�eration�s.

7. Economic development – 
Culture con�tributes to a stron�g  
diversified econ�omy.

8. Access – All Albertan�s 
must have the opportun�ity  
to experien�ce culture.
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 a desire for a broad view

n�umber of key prin�ciples that 

of Alberta’s  cultural 
profession�als an�d 

CULTURE IS THE WINDOW
    THROUGH WHICH THE
   REST OF THE WORLD SEES

    
OUR PROVINCE.

私たちのビジョン 

全ての住人が州民としての自覚と誇りを持ち、多様な伝統を反映
した文化的活動を共に楽しみ、より豊かな暮らしを実現する州。
それが、私たちの理想とするアルバータ州です。

このビジョンをさらに発展させ、観光やビジネスでアル
バータ州を訪れる世界中の人々やその家族を、州の文化を担う一
員として歓迎しています。文化は地域社会や経済発展の中心とな
るものです。私たちは、豊かな文化に基づく繁栄を全ての人々と
分かち合いたいと考えています。

ミッション
過去を大切にし、現在を楽しみ、輝かしい未来を共に作る中で、
州民が多様な文化を分かち合い、自由に表現し、学ぶことのでき
るアルバータ州を目指しています。

今だからこそ

文化の架け橋
州民一人ひとりから地域社会へ、地域社会から州へ、州から国へ、
国から他の国々へ文化の架け橋となることを目指しています。

私たちのビジョン

アルバータ州は急速な経済発展と人口増加を経験してきました。
アルバータ州政府は、文化活動や独創力が、連帯感の育成や全州
民の絆において、担っている重要な役割を理解しています。「ス
ピリット・オブ・アルバータ」は、様々な文化的行事を楽しむ機
会を提供することで、より豊かな毎日を送れるよう支援していま
す。

�� 文化�����な� 
���体の�� ― 
文化とは、個人にとって 
はもちろん、州全体の 
社会や経済の繁栄に欠 
かせないものです。 

�� 教育と���� ―  
教育システムを通じて、 
アルバータ州の文化の 
発展に貢献しています。 

基本理念 

�� 文化の�理と持� ―  
文化を守り、育て、 
次世代へ受け継ぐという 
大切な責任を果たすために、 
州政府と州民が一丸となって 
努力しています。 

�� 経済発展 ― 文化の 
振興によって、経済の発 
展と強化に貢献しています。 

�� �かれた機会 ― 全ての 
アルバータ州民が文化や芸術 

しています。 

念を作り上げてきました。 

や文化に関する政策、取り組み、 
計画などを決定する際の基礎と 
なるものです。アルバータ州の 
文化をより豊かなものにするた 
めの基本理念は、次のようなも 
のです。 
�� ���ティ����ラ�� 

― 

経済的な効果だけではなく、

 

文化的な活動を通して得られる 
生活の質の向上を重視してい 
ます。 

�� �力と�� ― 活気あふれ 
る文化的社会を実現するために 
は、ボランティア精神と実行力 
のある非営利機関を基盤とする 
健全な社会資本が不可欠です。 
�� 多�性 ― 
遺産を尊重し、それらを創 
造性豊かに表現する機会を 
増やすことで、全てのアル 
バータ州民が誇りと一体感 
を感じられる社会を目指し 
ています。

 

アルバータ州民は文化を広い 
視野でとらえ、文化を考える 

これらの理念は州政府の目標 

ための鍵となる数多くの理 

に触れる機会を持てるよ
うに 

4つのキーワード 
指針となる理念と目標に 
基づき、この文化振興政 
策では、次に挙げる4つの 
重要な要素を効果的に推進 
しています。 

�� ��れ�機会 ― 全て 
のアルバータ州民に文化的 
な体験ができる機会 
を提供しています。 

�� �け�れ�� ― アル 
バータ州の各地域社会にお 
ける、文化活動や連携を推 
奨・支援・促進しています。 

�� 文化の�的�� ― アル 
バータ州の文化・芸術の担い 
手や団体を助成することで、 
素晴らしい文化の創造を促進 
しています。

4� 文化産業 ― アルバータ 
州の文化政策は、州内にお 
ける文化産業の振興や持続性 
およびそれらの産業への 
投資を推進しています。 
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