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 今年度も多くの会員の皆様に心の伊達市民税の納入をいただきました。また、アンケートにもご協力いただき誠にあ
りがとうございます。本年もどうぞよろしくおねがいいたします。
 さて、今回の伊達市民だよりは、伊達市にまつわるクイズを行いたいと思います。正解数の多い方から抽選で、特産
品をプレゼントいたしますので、ぜひご参加ください。お待ちしております。

新年あけましておめでとうございます！



　今年度も台風の影響により、ご注文いただいた商品を皆様のお手元に届けることができなかったことを深
くお詫び申し上げます。
　お届けできなかったものは10月の「伊達産りんご」になりますが、こちらは 9月中旬に上陸した台風によ
る強風の影響で実落ちしてしまい、十分な収穫量が確保できない状況でございました。
　皆様には伊達市の被害状況など心配してくださるお声をいただき、その温かいご対応に事務局一同心から
感謝申し上げます。

　11月11日に、札幌市にて行われた道内最大規模の相談会であ
る新・農業人フェアに参加してきました。伊達市を含め121市
町村・団体・農業法人が参加し、たくさんの来場者が訪れました。
　道外出身の方や、農業に興味のある学生も訪れて、熱心に各
ブースのお話しを聞いていました。中でも、北海道でも温暖な
気候であり雪も少なく、多種多様な野菜が栽培できる伊達市に
は、多くの相談をいただきました！伊達市の就農支援制度を利
用しぜひ、伊達市で美味しい野菜作りをしてもらいたいです。

　特産品アンケートのなかで、事務局の顔が見たいというご要望
をいただきました。ありがとうございます。
　現在写真のメンバーで事務局を務めております。
　今後も伊達市を応援して下さる皆さまとの交流を楽しみにして
おります。ご意見・ご要望がございましたらぜひご連絡ください。

平成29年度「心の伊達市民」のお詫び事 務 局 紹 介

　今回は事務局からの発信だけではなく、皆さまにも参加していただき、もっと伊達市を身近に感じ
ていただけるようなクイズを行いたいと思います！
　地名や歴史やキャラクターなど様々な問題を用意しました。
　正解数の多い方から抽選で特産品をプレゼントいたしますので、皆さま奮ってご参加ください!!

①～⑤までが３択問題、⑥～⑩までは記述問題となっております。
回答は、別紙「伊達市にまつわるクイズ」解答用紙で、メール、ＦＡＸ、郵便のいずれかで事務局ま
でお送り下さい。皆さまからの回答お待ちしております！

写真⑧ 写真⑨ 写真⑩

①伊達市の人口は約何人？
A　約３万５千人　　B　約４万５千人　　C　約５万５千人

②伊達市を流れる大きな川で、昔は「暴れ川」とも呼ばれていた長流川。読み方は？
A　ながらがわ　　　B　おれがわ　　　　C　おさるがわ

③伊達市は温暖な気候であるため野菜の種類が豊富ですが、約何種類の野菜が収穫できる？
A　１００種類　　　B　２００種類　　　C　３００種類

④伊達市が旧大滝村と合併したのは、平成何年？
A　平成１６年　　　B　平成１７年　　　C　平成１８年

⑤伊達市長の名前は？
A　菊谷　秀吉　　　B　仁木　行彦　　　C　浪岡　了

⑥「中稀府町」←この町名はなんて読む？

⑦伊達市とふるさと姉妹都市であるのは、宮城県亘理町、福島県新地町、あと一つはどこ？

⑧伊達雪まつりのキャラクターである、ゆきだるまの名前は？【↓写真⑧】

⑨伊達市が面している噴火湾ではホタテの養殖が盛んですが、写真の養殖方法を何養殖という？【↓写真⑨】

⑩伊達の地を開墾したこの人の名前は？【↓写真⑩】

伊 達 市伊 達 市 ク イ ズク イ ズ
新・農業人フェアに
参加してきました！

１１月
１１日

　11月19日から 5日間、伊達市と友好都市である中国漳
州市へ訪問してきました。主催は伊達日本中国友好協会
ですが、伊達市からも教育長や企画財政部長が参加し、
計18名が友好と交流を深めるために漳州市へ表敬訪問を
行いました。
　姉妹都市である漳州市は、11月でも気温が20度以上も
あります。
　中国の歴史や文化を学びながら、訪問団を温かく迎え
てくれる関係者、大学の日本語学科の生徒さん達と交流し、
これからも友好的な関係が続く絆がより深まりました。

友好都市である中国漳州市へ
訪問しました！

１１月
１9日

　今年度も「北海道暮らしフェア」に参加してきました。
　昨年度と同じ浅草の会場での開催で、当日は北海道に移住を
考えている方や、話しだけでも聞いてみたいという方など、様々
な方が来場されました。
　伊達市のブースには、移住を考えている方の他に、実際に伊
達市に移住体験された方や、事前にお電話で「暮らしフェアに
行くよ！」とご連絡をくれた方もいらっしゃいました。また普
段はなかなかお会いすることのできない心の伊達市民の会員の
方も来てくださいました。
　来年度も参加予定なので、お近くにお住まいの方はまた次
回！ぜひ遊びに来てください！

北海道暮らしフェア in東京に
参加してきました！

１１月
１１日

Ａ Ｃ

Ｂ

にまつわる
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　　心の伊達市民だより　　
 イベント参加情報／お詫び　
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　伊達市にまつわるクイズ／事務局紹介
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　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付
けており、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で特産品のプレゼントを行っています。今年度も
多くの方にアンケートにご協力いただきましたが、アンケートは２月末まで受付けておりますので、まだ回
答されていない方やこれから特産品が届く方は回答のご協力をお願いします。
　
【アンケート当選者】
（ ５月分）No.８７ No.３１３ No.１０１６ No.１２６９　
（ ６月分）No.６１ No.８８２ No.１１８９ No.１４３１ No.１４７４　
（ ７月分）No.１１９ No.８５２ No.１４５６ No.１６３１　　
（ ８月分）No.４１ No.１４９ No.１３７８ No.１４１０ No.１５１７　　
（ ９月分）No.１３２ No.１１０２ No.１５６４　　
（10月分）No.７４ No.１１９２ No.１３１５　　　
（11月分）No.１００４ No.１５２４　　 No.１５３９　　

【アンケート結果】（12月末現在）
❖特産品の満足度
　◆おいしさ満足度（とても満足・やや満足　を選んだ人）　　１４４名／１５３名
　◆品質満足度（とても満足・やや満足　を選んだ人）　　　　１４２名／１５３名
　◆値段満足度（とても満足・やや満足　を選んだ人）　　　　１２０名／１５３名
　◆梱包状態満足度（とても満足・やや満足　を選んだ人）　　１３９名／１５３名

❖特産品に関するご意見
　◆とうもろこし
　　●家族親戚にも別送。とても喜ばれました。感謝いたします。
　◆伊達野菜おすすめセット
　　●採れたて野菜、どれも本当においしかった。初めての赤大根も色がきれいで気に入りました。 　
　　●流石、各生産者が真心込めた作品。それぞれのやさいが活き活きとし、食欲を…
　　　立派な作品をありがとうございました。       
　◆北の湘南海鮮づくし
　　●物（サイズ）が大きく美味しく毎年届くのが楽しみです。
　◆鮮秋鮭
　　●レシピも入っていました。いくらが美味しく出来ました。今年は鮭が高いと聞いていたのであまり期
　　　待していなかったのですが、立派な鮭が届きビックリしました。
　◆黄金豚団らんセット
　　●ハンバーグにしてたべました。とてもジューシーで子どもたちも喜んでたべました。
　　　肉の一口一口に味を感じてとてもおいしかったです。

名刺がなくなってしまった方は・・・
　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。名刺は無料で増刷いたしますので、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てしまった方は・・・
　毎年、「特産品のご案内」や「心の伊達市民だより」を皆さまに郵送していますので、住所・電話番号が変
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（伊達市役所企画課）までご連絡ください。

こんな方は事務局までご連絡ください！

アンケート情報

　　

北海道室蘭市寿町2丁目3番1号

わたしたちも「心の伊達市民」を応援しています。

株式会社  日光印刷

心の伊達市民コミュニケーションクラブ

-お問合せ先-

　商品の品質には十分注意のうえ発送しておりますが、商品到着の際にはすぐに開封し、状態の

確認をお願いいたします。万一、不良品が混入していた場合などは、大変お手数ですが伊達市役

所企画課までご連絡ください。尚、お届け日より一定程度経過した後のご連絡につきましては、

対応できかねる場合がありますので、予めご了承ください。

✿　お願い　✿

　「北海道スープ」と「伊達カレー」の 2 商品につきましては、ポスト投函でのお届けとなり、会

員様宅の玄関での手渡しではなく、郵便受けを通じてのお渡しになりますのでご注意願います。

　上記商品をお申込の方で、発送月にご不在となる場合は、必ず伊達市役所企画課までご連絡願

います。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

✿　メール便での発送について　✿

『伊達野菜』　伊達市は、多くの品種でトップクラ
スの生産量を誇る、道内有数の農産地
です。
　温暖な気候の伊達地区と冷涼な気候
の大滝地区を擁する多様な地理条件や
環境を活かして、多品種多品目の野菜
を生産しています。　四季を通じて味わうことができる、
新鮮な伊達野菜を存分にお楽しみくだ
さい！

優れた気候と　　　　環境で育つ　　　　　　　恵みの野菜

伊達市Facebook

特産品の　ご案内
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