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9 月になり、伊達市では暑さもやわらぎ、過ごしやすい秋の季節が近づいてきました。

今回のだよりでは移住体験について、実際に移住体験をされた方へのインタビューなどを掲載しております。

そのほか、伊達市に残る開拓初期の住宅やイベント情報などをお届けします。



食欲の
秋!!

秋の伊達市では、毎年「食」を集めたイベントが
開催されます。
今年も盛りだくさんの内容となっております！

開催日　 9月10日（土）～ 9月11日（日）

時　間　10：00～17：00まで（11日は15：00まで）

場　所　総合公園だて歴史の杜　多目的広場

　　　　（伊達市松ヶ枝町34– 1 ）※道の駅隣接

問い合わせ　TEL：0142–25–2722

　　　　（同実行委員会　ＮＰＯ法人だて観光協会内）

毎年恒例!!北海道内のＢ級グルメが伊達で味わえます！道内人気グルメ約30店舗が出店します!!

2016だて食のフェスティバル

第４回だて農業・漁業・大物産まつり
開催日　10月 1 日（土）～10月 2 日（日）

時　間　10：00～16：00まで（ 2日は15：00まで）

場　所　総合公園だて歴史の杜　多目的広場

　　　　（伊達市松ヶ枝町34– 1 ）※道の駅隣接

問い合わせ　TEL：0142–25–2722

　　　　（同実行委員会　ＮＰＯ法人だて観光協会内）

伊達の農水産品、特産品が一堂に会する、伊達の味覚を味わうためのお祭りです！

友好・交流都市物産展 大阪枚方市 伊達市出展のお知らせ

　枚方市と伊達市は「市民交流宣言」を行っており、様々な交流を重ねるなか、 

毎年、枚方市で行われる物産展にも参加しております。 

　活きほたて、黄金豚製品、旬の野菜、乳製品など、様々な特産品を販売します。 

　今回、心の伊達市民の方限定でご来場頂いた特典としてプレゼントをご用意

する予定でございますので、近くにお住まいの方はぜひお越しください。 

 

開催日　11月17日（木）～11月18日（金） 

時　間　10：00～16：00（18日は15：00まで） 

場　所　大阪府枚方市役所周辺　岡東中央公園（ふれあい通り）

問い合わせ　伊達市商工観光課（TEL：0142–23–3331 内線533） 

移住体験者インタビュー
伊達市ってどんなところだろう。住んでみたいけれど、知らないまちは不安だなぁ。

そんな皆様に移住体験をオススメします！！

今回は実際に移住体験をされた方へインタビューをしてきました！！

移住体験をしてみようと思ったきっかけは？
涼しいところに行きたいと思っていて、北海道にあこがれがありました。昨年度、東京で行われた暮らし

フェアに参加して「北の湘南」というフレーズを聞き、興味を持ったのがきっかけです。

伊達市に来る前のイメージはどんな感じでしたか？
海や山といった自然のイメージが強かったです。私たちは海のないまちに住んでいるので楽しみでした。

伊達市の生活環境は良いと思いますか？
とても良いと思いますよ。食事処やショッピングセンターも多いですし。あと、歩道の幅が広く、驚き

ました。遊歩道も多く、安心して出かけられました。

約 1ヶ月の移住体験でしたが、どのように過ごされましたか？
インターネットで情報を調べて、有珠磯まつりに参加したり、善光寺へあじさいを見に行ったり、いろ

んなところへ観光に行きました！善光寺ではお地蔵さんを触らせてもらったり、いい体験ができました。

最後に伊達市に一度来てみたいと考えている方たちに一言

お願いします！

伊達市は街並みがきれいで、いろんなお家で美しい花や植物など

が咲いていて、歩いているだけで楽しいです！

移住体験を検討している方はぜひ一度来てみたらいいと思います！

田谷さん、ご協力いただきありがとうございました！！

移住体験をしてみようと思ったきっ

埼玉県からお越しくださった、田谷さんご夫婦です！

急なインタビューにも快く対応してくださり、とても

明るく、仲の良いご夫婦でした！

移住体験された方の生の声をお聞きください！

伊達の秋はおいしいものが

たくさんです!!

北海道暮らしフェア・東京会場出展のお知らせ

伊達市では「移住体験（ちょっと暮らし）」を

　　　　　　　　　　　　 実施しています!!

今年も「北海道暮らしフェア・東京会場」に伊達市が出展します。

　北海道暮らしフェアとは、北海道への「ちょっと暮らし」や

移住に関するさまざまな情報をご案内するイベントです。

　伊達市だけでなく、北海道の他市町村や企業ブースも出展し

ており、北海道の暮らしに関する情報を得られる良い機会です

ので、北海道への移住をお考えの方の他、お近くにお住まいの

方も、ぜひ一度ご来場ください。

●日　時　平成28年11月12日（土）　10：00～16：30まで

●場　所　東京都立産業貿易センター台東館 6階展示室

　　　　　（住所：東京都台東区花川戸 2 - 6 - 5 ）

　　　　　※最寄駅：東京メトロ銀座線浅草駅　から徒歩 5分 

　　　　　　　　　　東武伊勢崎線浅草駅　から徒歩 5分  

●入場料　無料

●イベント内容

　　　　　●市町村による移住相談

　　　　　●企業や団体による住宅情報の提供

　　　　　●その他就業相談

　伊達市で行っている移住体験（ちょっと暮らし）は移住・定住（人

の誘致）促進の一環として、民間不動産会社の協力のもと、家具・

家電や生活用品一式を備えた物件を提供し、「移住を考えているが、

なかなか決断できない」といった移住を検討するなかでの不安を

少しでも解決できるよう行われている取り組みです。「ちょっとの

期間、試しに伊達市で暮らしてみたい」「伊達市の良い面も悪い面

も知っておきたい」という皆さまは、ぜひお試しください。

ちょっと暮らしとは？

よくあるご質問！

※「移住体験（ちょっと暮らし）」事業のご紹介、予約状況は伊達市ホームページでも公開しています。

※その他のご質問や資料の送付については、お気軽に伊達市企画課（TEL：0142-23-3331 内線212）までお問

　い合わせください。
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伊達市に残る古建築物
　伊達市には国や北海道の指定文化財の他、市が独自に定めた文化財が合わせて46件もありま

す。そのなかで明治初期に建設された国指定文化財の「旧三戸部家住宅」をご紹介いたします。

　「旧三戸部家住宅は土間と二室の小型住居であるが、内部構架は良材で意匠的構架をあげて

おり、現存する北海道初期開拓農家で最古のものとして文化史的価値が高い。」（文部省告示

220号）、として昭和46年に重要文化財に指定されました。

　明治6年に入植した三戸部家の住宅として使われていましたが、昭和44年に伊達町開基百年

記念事業の一つとして三戸部家から伊達町に寄贈され、萩原町から伊達市開拓記念館庭園内に

移築されました。

釘一本が物語る建設年代

　移築以降、傷みが進んでいた茅葺きの屋根や、壁を修理するために平成7年度から二カ年計画で旧三戸部家住宅の大規

模な解体修理工事が行われました。これは建物をすっかり一度解体して、保存処理を行いながらもう一度組み立てる作業

でした。

　これまで旧三戸部家住宅の建設年代を明らかにする史資料がなかったので、明確な年代を示すことができませんでした。

ところが、解体修理の過程で「洋釘（丸釘）」が使われていることが見つかり、これが建設年代決定の証拠になりました。

　釘には、鉄を槌でたたいて四角に作る和釘と呼ばれるものと、線材を材料として機械で作る洋釘と呼ばれるものがあり

ます。この洋釘が現在一般に使われている釘です。

　洋釘は明治以降に大量に輸入されるようになり、明治30年代にはすっかり洋釘が建築現場に浸透してきました。した

がって、釘の形式変化は年代推定する際に有効な指標として使うことができます。

　伊達家旧御蔵（明治6年建設・伊達市）や北海道開拓の村（札幌市）に伊達市から移築保存されている岩間家住宅（明

治13～15年建設）には和釘が使用されています。一方、

北海道で最も早く洋釘を使ったのは野幌屯田兵第二中隊本

部（明治17年建設・江別市）です。

　このように現存する道内の古建築物を見ていくと、建設

年代が新しくなると共に、釘も和釘から洋釘が使われるよ

うになることがわかります。

　この釘の変遷から推測すると、これまで不明だった旧三

戸部家住宅の建設年代は、明治17年以降であることがわ

かりました。

　旧三戸部家住宅には毎年小学生が郷土学習のために訪れ

ています。寒い冬などどうやって乗り越えたのか、どんな

生活をしていたのだろうかと、子どもたちに、明治時代の

開拓を物語る資料として、いまも大切に残されています。
旧三戸部家住宅

開拓初期の住宅写真Ｑ．滞在物件は市街地からどれくらい？車がなくても生活に支障はないの？  

Ａ．中心部まで車でおよそ10分程度の場所にあります。公共交通手段としてはバスがありますが、一日の本数は

　　それほど多くありません。利便性を考えてフェリーで自家用車を持ってこられる方が多いようです。

   　また、伊達市の移住冊子「伊達に住んでみませんか？」にも掲載しておりますが、移住体験される方向けに

　　レンタカーの特別割引を行っております。

Ｑ．滞在期間は何日間でもいいの？        

Ａ． 2週間以上となっております。なお、滞在期間中に諸事情により 2週間以内に退去する場合でも利用料金は

　　 2週間分となります。        
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ます。この洋釘が現在一般に使われている釘です。

　洋釘は明治以降に大量に輸入されるようになり、明治30年代にはすっかり洋釘が建築現場に浸透してきました。した

がって、釘の形式変化は年代推定する際に有効な指標として使うことができます。

　伊達家旧御蔵（明治6年建設・伊達市）や北海道開拓の村（札幌市）に伊達市から移築保存されている岩間家住宅（明

治13～15年建設）には和釘が使用されています。一方、

北海道で最も早く洋釘を使ったのは野幌屯田兵第二中隊本

部（明治17年建設・江別市）です。

　このように現存する道内の古建築物を見ていくと、建設

年代が新しくなると共に、釘も和釘から洋釘が使われるよ

うになることがわかります。

　この釘の変遷から推測すると、これまで不明だった旧三

戸部家住宅の建設年代は、明治17年以降であることがわ

かりました。

　旧三戸部家住宅には毎年小学生が郷土学習のために訪れ

ています。寒い冬などどうやって乗り越えたのか、どんな

生活をしていたのだろうかと、子どもたちに、明治時代の

開拓を物語る資料として、いまも大切に残されています。
旧三戸部家住宅

開拓初期の住宅写真Ｑ．滞在物件は市街地からどれくらい？車がなくても生活に支障はないの？  

Ａ．中心部まで車でおよそ10分程度の場所にあります。公共交通手段としてはバスがありますが、一日の本数は

　　それほど多くありません。利便性を考えてフェリーで自家用車を持ってこられる方が多いようです。

   　また、伊達市の移住冊子「伊達に住んでみませんか？」にも掲載しておりますが、移住体験される方向けに

　　レンタカーの特別割引を行っております。

Ｑ．滞在期間は何日間でもいいの？        

Ａ． 2週間以上となっております。なお、滞在期間中に諸事情により 2週間以内に退去する場合でも利用料金は

　　 2週間分となります。        
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赤のはっぴに夜の山車。

大迫力の山車と伊達の漢の

力強さが伝わってきます !!

先頭の騎馬甲冑が伊達成実公の甲冑。

兜についている前立ては「決して後退しない」という意味をこめて、毛虫をイメー

ジしているそうです。

7月3日有珠
磯まつり

８月６日～７日

伊達の夏の風物詩伊達の夏の風物詩

武者まつり!!

　第35回有珠磯まつりが開催されました。

　伊達に夏の訪れを告げるこのおまつりは、噴火湾に面した

有珠海水浴場のオープンにあわせて開催されています。

　ウニやアワビなどの海産物の即売会や、ステージイベント

など、伊達市の夏の始まりにぴったりのおまつりになりました。

　今年で第42回目の伊達武者まつりが開催されました。

　甲冑を着た騎馬武者たちが市内を練り歩く「武者行列」をはじめ、角山車や太鼓山車、力強い踊りによる「武者

山車」のパレードを一目見ようと多くの観客で賑わいをみせました。

　その他にも、おまつり広場では、よさこいやバンド演奏などのステージイベントやポニーの乗馬体験も行われました。

おおたき国際ノルディックウォーキング (６月26日)

札幌大通ビッセ 伊達やさい直売会 (６月1日～7日)

　今年で第17回を迎えた「おおたき国際ノル

ディックウォーキング」が大滝区で開催されま

した。

　今年のノルディック

ウォーキングは322名

が参加しました。

　伊達産の野菜の魅力をＰＲするため、札幌市の大通ビッセで「伊達やさい直売会」を開催しました。

　おいしい夏野菜を毎日直送し、種類によっては朝取りしたものもあり、約30種類の野菜が店頭に並びました。

　毎日完売の大盛況の７日間でした。

　大滝ノルディックウォーキングのコースには

「プチナイアガラの滝」と呼ばれる絶景ポイント

があります。

ノルディックウォーキングとは
　 2本のポールを使って歩くことで運動効果を高めるフィットネス

です。場所を問わず、ポールがあれば誰でも無理なくはじめられる

のでメタボリックシンドロームの予防や運動不足などに効果的で、

エクササイズやフィットネスの１つとして注目されています。

今年もいろんなイベントが開催されました !!
毎年、さまざまなイベントが開催されています。その一部をここでご紹介します！
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食欲の
秋!!

秋の伊達市では、毎年「食」を集めたイベントが
開催されます。
今年も盛りだくさんの内容となっております！

開催日　 9月10日（土）～ 9月11日（日）

時　間　10：00～17：00まで（11日は15：00まで）

場　所　総合公園だて歴史の杜　多目的広場

　　　　（伊達市松ヶ枝町34– 1 ）※道の駅隣接

問い合わせ　TEL：0142–25–2722

　　　　（同実行委員会　ＮＰＯ法人だて観光協会内）

毎年恒例!!北海道内のＢ級グルメが伊達で味わえます！道内人気グルメ約30店舗が出店します!!

2016だて食のフェスティバル

第４回だて農業・漁業・大物産まつり

道内人気グルメ約30店舗が出店し

開催日　10月 1 日（土）～10月 2 日（日）

時　間　10：00～16：00まで（ 2日は15：00まで）

場　所　総合公園だて歴史の杜　多目的広場

　　　　（伊達市松ヶ枝町34– 1 ）※道の駅隣接

問い合わせ　TEL：0142–25–2722

　　　　（同実行委員会　ＮＰＯ法人だて観光協会内）

伊達の農水産品、特産品が一堂に会する、伊達の味覚を味わうためのお祭りです！

友好・交流都市物産展 大阪枚方市 伊達市出展のお知らせ

　枚方市と伊達市は「市民交流宣言」を行っており、様々な交流を重ねるなか、 

毎年、枚方市で行われる物産展にも参加しております。 

　活きほたて、黄金豚製品、旬の野菜、乳製品など、様々な特産品を販売します。 

　今回、心の伊達市民の方限定でご来場頂いた特典としてプレゼントをご用意

する予定でございますので、近くにお住まいの方はぜひお越しください。 

 

開催日　11月17日（木）～11月18日（金） 

時　間　10：00～16：00（18日は15：00まで） 

場　所　大阪府枚方市役所周辺　岡東中央公園（ふれあい通り）

問い合わせ　伊達市商工観光課（TEL：0142–23–3331 内線533） 

移住体験者インタビュー
伊達市ってどんなところだろう。住んでみたいけれど、知らないまちは不安だなぁ。

そんな皆様に移住体験をオススメします！！

今回は実際に移住体験をされた方へインタビューをしてきました！！

移住体験をしてみようと思ったきっかけは？
涼しいところに行きたいと思っていて、北海道にあこがれがありました。昨年度、東京で行われた暮らし

フェアに参加して「北の湘南」というフレーズを聞き、興味を持ったのがきっかけです。

伊達市に来る前のイメージはどんな感じでしたか？
海や山といった自然のイメージが強かったです。私たちは海のないまちに住んでいるので楽しみでした。

伊達市の生活環境は良いと思いますか？
とても良いと思いますよ。食事処やショッピングセンターも多いですし。あと、歩道の幅が広く、驚き

ました。遊歩道も多く、安心して出かけられました。

約 1ヶ月の移住体験でしたが、どのように過ごされましたか？
インターネットで情報を調べて、有珠磯まつりに参加したり、善光寺へあじさいを見に行ったり、いろ

んなところへ観光に行きました！善光寺ではお地蔵さんを触らせてもらったり、いい体験ができました。

最後に伊達市に一度来てみたいと考えている方たちに一言

お願いします！

伊達市は街並みがきれいで、いろんなお家で美しい花や植物など

が咲いていて、歩いているだけで楽しいです！

移住体験を検討している方はぜひ一度来てみたらいいと思います！

田谷さん、ご協力いただきありがとうございました！！

埼玉県からお越しくださった、田谷さんご夫婦です！

急なインタビューにも快く対応してくださり、とても

明るく、仲の良いご夫婦でした！

移住体験された方の生の声をお聞きください！

伊達の秋はおいしいものが

たくさんです!!

ご用意

。 

会内）

味覚を味を味を味わうわうためのお祭りです！です！
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北海道暮らしフェア・東京会場出展のお知らせ

伊達市では「移住体験（ちょっと暮らし）」を

　　　　　　　　　　　　 実施しています!!

今年も「北海道暮らしフェア・東京会場」に伊達市が出展します。

　北海道暮らしフェアとは、北海道への「ちょっと暮らし」や

移住に関するさまざまな情報をご案内するイベントです。

　伊達市だけでなく、北海道の他市町村や企業ブースも出展し

ており、北海道の暮らしに関する情報を得られる良い機会です

ので、北海道への移住をお考えの方の他、お近くにお住まいの

方も、ぜひ一度ご来場ください。

●日　時　平成28年11月12日（土）　10：00～16：30まで

●場　所　東京都立産業貿易センター台東館 6階展示室

　　　　　（住所：東京都台東区花川戸 2 - 6 - 5 ）

　　　　　※最寄駅：東京メトロ銀座線浅草駅　から徒歩 5分 

　　　　　　　　　　東武伊勢崎線浅草駅　から徒歩 5分  

●入場料　無料

●イベント内容

　　　　　●市町村による移住相談

　　　　　●企業や団体による住宅情報の提供

　　　　　●その他就業相談

　伊達市で行っている移住体験（ちょっと暮らし）は移住・定住（人

の誘致）促進の一環として、民間不動産会社の協力のもと、家具・

家電や生活用品一式を備えた物件を提供し、「移住を考えているが、

なかなか決断できない」といった移住を検討するなかでの不安を

少しでも解決できるよう行われている取り組みです。「ちょっとの

期間、試しに伊達市で暮らしてみたい」「伊達市の良い面も悪い面

も知っておきたい」という皆さまは、ぜひお試しください。

ちょっと暮らしとは？

よくあるご質問！

※「移住体験（ちょっと暮らし）」事業のご紹介、予約状況は伊達市ホームページでも公開しています。

※その他のご質問や資料の送付については、お気軽に伊達市企画課（TEL：0142-23-3331 内線212）までお問

　い合わせください。

伊
達
市
に
残
る

　
　
　
　
　
古
建
築
物

伊達市に残る古建築物
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ところが、解体修理の過程で「洋釘（丸釘）」が使われていることが見つかり、これが建設年代決定の証拠になりました。
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治13～15年建設）には和釘が使用されています。一方、

北海道で最も早く洋釘を使ったのは野幌屯田兵第二中隊本

部（明治17年建設・江別市）です。

　このように現存する道内の古建築物を見ていくと、建設

年代が新しくなると共に、釘も和釘から洋釘が使われるよ

うになることがわかります。

　この釘の変遷から推測すると、これまで不明だった旧三

戸部家住宅の建設年代は、明治17年以降であることがわ

かりました。

　旧三戸部家住宅には毎年小学生が郷土学習のために訪れ

ています。寒い冬などどうやって乗り越えたのか、どんな

生活をしていたのだろうかと、子どもたちに、明治時代の

開拓を物語る資料として、いまも大切に残されています。
旧三戸部家住宅

開拓初期の住宅写真Ｑ．滞在物件は市街地からどれくらい？車がなくても生活に支障はないの？  

Ａ．中心部まで車でおよそ10分程度の場所にあります。公共交通手段としてはバスがありますが、一日の本数は

　　それほど多くありません。利便性を考えてフェリーで自家用車を持ってこられる方が多いようです。

   　また、伊達市の移住冊子「伊達に住んでみませんか？」にも掲載しておりますが、移住体験される方向けに

　　レンタカーの特別割引を行っております。

Ｑ．滞在期間は何日間でもいいの？        

Ａ． 2週間以上となっております。なお、滞在期間中に諸事情により 2週間以内に退去する場合でも利用料金は

　　 2週間分となります。        
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名刺がなくなってしまったんだけど・・・

　伊達市をたくさん PR していただきありがとうございます。無料で増刷できますので、心の伊達市民コミュニケーショ

ンクラブ事務局（伊達市役所企画課）までご連絡ください。

住所と電話番号が変わったんだけど・・・

　毎年、「特産品カタログ」や「心の伊達市民だより」を皆さまへ郵送していますので、住所・電話番号等が変更になっ

た場合は心の伊達市民コミュニケーションクラブ事務局までご連絡ください。

希望した月に特産品は届くの？

　野菜の生育状況等により、発送が遅れる場合があります。そのような場合はご登録された連絡先にお電話させていただ

くことがありますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

よくある　ご質問・ご意見よくある　ご質問・ご意見 「心の伊達市民」の皆さまからあったご質問・ご意見を紹介します。

心の伊達市民情報心の伊達市民情報
「心の伊達市民」とは？
　心の伊達市民とは伊達市在住以外の方で伊達市を応援してくださる方を「心の伊達市民」として登録させていただ

くものです。

　心の伊達市民コミュニケーションクラブでは、豊かな自然と文化に恵まれた伊達市を、確かに後世に引き継いでい

くとともに、心を大切にしたまちづくりを更に進めていくことが大切だと考えています。

　「心の伊達市民」の取組は、平成18年度にスタートし、会員数は平成28年 8 月 1 日現在1,297名となっておりますが、

この「心」のつながりをもっと多くの皆さまに拡げていきたいと考えております。「心の伊達市民」の皆さまにおか

れましては、この取組を是非ご友人、お知り合いにご紹介ください！

「心の伊達市民コミュニケーションクラブ」とは？
　事務局を伊達市役所に置き、「心の伊達市民」の皆さまをサポートする団体です。

【構成団体】

・伊達市・伊達商工会議所・伊達市農業協同組合・いぶり噴火湾漁業協同組合・伊達観光物産公社・だて観光協会

アンケート情報
　心の伊達市民コミュニケーションクラブでは、今後の活動に活かすため特産品に関するアンケートを受け付けてい

ます。アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で当選した方には特産品のプレゼントを行っていますので、ぜ

ひご協力をお願いいたします。

　
【アンケート当選者】　（ 4 ･ 5 月当選者）　No.３６５　　No.４５６　　No.１５４０　　No.１６４１

　　　　　　　　　　（ 6月当選者）　No.１６４　　No.１０３３　　No.１５２３　　No.１６０７

　　　　　　　　　　（７月当選者）　No.２８４　　No.３０６　　　No.９２２　　　No.１６５９

　
現在まで、お寄せいただいたアンケートのご意見を一部紹介します。

●「 3色アスパラセット」は味と香りが良く、とてもおいしかったです。

●「伊達野菜おすすめセット」は、どの野菜にも甘味があり、やわらかく、とてもおいしくいただきました。

●レシピまで同封してくれて助かった。

●他の追随を許さぬ商品を目指して欲しい。

　など、他にもたくさんのご意見が届きました。貴重なご意見ありがとうございます。


