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心の伊達市民だより 第29号
令和元年 9 月 1 日発行

北 海 道 伊 達 市

今年4月、梅本町に「だて歴史文化ミュージアム」が開館しました。貴重な文化財の展示室や歴史について調べられる
ライブラリがあります。今回は、この新施設のほか、各種イベント情報、これからの食欲の秋にピッタリなレシピ等を
ご紹介します！



2

　　心の伊達市民だより

　第45回伊達武者まつりが今年も開催されました！今年は伊達150年ということで、例年よりも 1日
多い 3日間で行われました。
　前夜祭「ＣＬＵＢビアＮＩＧＨＴ」では、屋外ビアガーデンやＤＪブースが設けられ、たのしい雰
囲気で開幕。本祭では、武者行列や 2階相当の高さがある山車が、市街を練り歩きました。また、な
かなか見ることのできない流鏑馬も圧巻のパフォーマンスでした。

昭和48年から続く

8月2日～4日

今年も開催！
夏の訪れを感じられた

伊達武者まつり

特集!

必見 !! 食欲の秋に開催予定のイベントをご紹介します !

まだ間に合う!
!

2019だて食のフェスティバル2019だて食のフェスティバル

だてフェス 2019
北海道内の人気グルメ
約30店舗が
伊達市に集結します！

北海道内の人気グルメ
約30店舗が
伊達市に集結します！

開催日　 9月21日（土）～22日（日）　　　　
時　間　10：00～17：00
　　　　（22日は15：00まで）
場　所   総合公園だて歴史の杜・
　　　　芝生広場特設会場　　
問い合わせ　TEL：0142‒25‒2722
　　　　　（同実行委員会
　　　　　　NPO法人だて観光協会）

第7回だて農業・漁業・大物産まつり第7回だて農業・漁業・大物産まつり伊達市の農・水産品や
市内で加工された食品が
一堂に会する、伊達の味覚を
味わうためのおまつりです！

伊達市の農・水産品や
市内で加工された食品が
一堂に会する、伊達の味覚を
味わうためのおまつりです！

開催日　10月 6 日（日）　　　
時　間　10：00～15：00
場　所   総合公園だて歴史の杜・
　　　　芝生広場特設会場
問い合わせ
        TEL：0142‒25‒2722
　　　（同実行委員会
　　　　NPO法人だて観光協会）

　伊達市のイベント情報
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� 伊達市のイベント情報　
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　　心の伊達市民だより

北海道暮らしフェア・大阪会場出展のお知らせ

友好・交流都市物産展
大阪府枚方市　伊達市出展のお知らせ　　　本館の 1 階には、どなたでも気軽に、歴史に

関する調べものを行える「ライブラリー・コモ
ンズ」を配置。こちらのスペースは、無料でお
使いいただけます！
　そのほか、ワークショップや講演会を行う

「ラーニング・スタジオ」という場所も設けら
れています。

だて歴史文化ミュージアム
オープン！

だて歴史文化ミュージアム
〒052-0022
住所：伊達市梅本町57番地 1  
TEL：0142‒25‒1056　FAX：0142‒25‒8922
E メール：date-museum@city.date.hokkaido.jp
時間： 9 ：00 ～ 17：00
休館日：毎週月曜日
（休日の場合は、その翌日。
　連休の場合は終了後の翌日。）　
　毎年12月31日～ 1 月 5 日

　「だて歴史文化ミュージアム」は、平成31年 4
月 3 日にオープンしました。 2 階では、縄文時
代から現代までの地域の歴史について解説して
います。重要文化財に指定されている考古資料
があったり、体験学習館では道内唯一の藍染め
体験や刀剣製作の見学ができます。
　伊達市の新たな観光ＳＰＯＴとして今後も注
目です。

　「史跡公園」として公開されている北黄金貝塚は、
縄文時代前期・中期の貝塚を伴う集落遺跡です。
　水場の祭祀場や竪穴式住居、墓跡などが発見され、
縄文文化を体感できます。

＜関連施設＞
史跡北黄金貝塚公園
（併設）北黄金貝塚情報センター
〒059-0272
住所：伊達市北黄金町75番地
TEL：0142‒24‒2122
FAX：同上
時間： 9 ：00 ～ 17：00
開館期間：毎年 4 月 1 日～11月30日
※期間中は無休

　北海道暮らしフェアは、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いるので、北海道に興味のある方やお
近くにお住まいの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

●日　時　令和元年10月 5 日（土）　　　　
　　　　　10：30～16：30
　　　　　最終入場　16：00

●場　所　大阪市中央区本町橋 2 ‒ 5
　　　　　マイドームおおさか
　　　　　 1 階展示ホール　　
 
●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　など　　　　

　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。　
　昨年も多くの心の伊達市民の方にご来場いただきました。毎年ホタテ焼きや伊達野菜は行列が出来る
ほどの人気となる為、お早めにお越しください！

●日　時　令和元年11月15日（金）10：00～16：00
　　　　　　　　　11月16日（土）10：00～15：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
●場　所　大阪府枚方市市民会館大ホール及び
　　　　　枚方市役所別館北側
　　　　　　　　　　　　　　　　
●問い合わせ　伊達市経済交流連絡会議事務局
　　　　　　　（伊達市経済環境部商工観光課）
　　　　　　　TEL：0142‒82‒3209（内線784）

←壮瞥町

●
図書館

←洞爺湖町 室蘭市→

消防防災
センター
マクド
ナルド

●セブン
　イレブン

道央自動車道

観光物産館●
びっくり
ドンキー●

だて歴史文化ミュージアム

37

●総合体育館
道の駅

だて歴史の杜

●

●

伊達IC

今年は
大阪出展

　ＮＥＷ！だて歴史文化ミュージアムのご紹介
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　　心の伊達市民だより

北海道・北東北の縄文遺跡群が
世界遺産候補として推薦されます

これから発送予定の特産品を使用し､今晩のおかずになる簡単レシピをご紹介します！

秋にもってこい！鮭のみそクリームグラタン
使用した特産品：
鮮秋鮭

●鮭　３切れ　　　　　　●ほうれん草　１束
●かぼちゃ　4分の１　　●みそ　小さじ２　
●生クリーム　８０ｍｌ　●とろけるチーズ　２枚
●パセリ　適量

材料（２人分）

❶　鮭の骨をとり、ひとくちサイズに切る。塩（分量外）をふり　
　　下味をつけておく。
❷　かぼちゃをひとくちサイズに切る。ラップで包み、レンジで
　　約10分加熱する。
❸　ほうれん草は食べやすい大きさに等分する。
❹　グラタン皿にみそと生クリームを入れて混ぜ、❶～❸の材料
　　をのせる。

❺　とろけるチーズを上にのせ、240℃にセットしたオーブンで約15分焼く。
❻　焼き色がついてきたら取り出し、パセリを上に盛り付ければ出来上がり！

パッと１品！長いものごまみそ和え使用し
た特産

品：

大滝産長
いも

●長いも　4分の１　　●大葉　4枚
●刻みのり　適量　　　●ごま　適量
●みそ　小さじ１　　　●マヨネーズ　大さじ３

材料（4人分）

❶　長いもの皮をむき、2重にしたビニール袋などの上から麺

　　棒で叩き粗くする。

❷　大葉をみじん切りにする。
❸　ボウルにごま、みそ、マヨネーズを入れて混ぜ❶.❷を加え、

　　さらに混ぜ合わせる。

❹　お皿に盛り付け、上に刻みのりをのせれば出来上がり！

　伊達市の特産品でつくるお手軽レシピ　
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� 伊達市の歴史　

令和元年 7月30日に国の文化審議会世界文化遺産部
会が開かれ、伊達市の北黄金貝塚を含む「北海道・北
東北の縄文遺跡群」を国連教育科学文化機関（ユネス
コ）の世界文化遺産に推薦するよう答申がありました。
今後は閣議で推薦が正式決定された後に、2020年にユ
ネスコの諮問機関（イコモス）による現地調査が行わ
れ、順調に駒をすすめると2021年のユネスコ世界遺産
委員会で登録が決定します。いよいよ伊達市は「世界
遺産がある街」となるわけです。
　北海道・北東北の縄文遺跡群は、津軽海峡を挟んだ
日本列島の北海道・北東北に位置し、１万年以上続い
た縄文時代の各時期（草創期、早期、前期、中期、後期、
晩期）における、人々の生活跡の実態を示す遺跡（集
落跡、貝塚、低湿地遺跡）や、祭祀や精神的活動の実
態を示す記念物（環状列石、周堤墓）で構成された17
遺跡からなる考古学的遺跡群です。日本列島全体の縄
文遺跡の価値を世界に広めるために、まず条件の整っ
ている北海道と北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産に
なることを目指してきました。

　2001年にオープンした「貝塚情報センター」は、貝
塚の断面や、発掘された出土品から縄文人達の生活を
学ぶことができる施設です。また、解説ボランティア
による遺跡の解説や、勾玉作りや体験発掘などの体験
メニューも充実しており、修学旅行などの児童生徒が
こうした体験に取り組んでいます。
　さて、世界遺産の推薦となった縄文遺跡群は17遺跡
ですが、これ以外の遺跡ももちろん重要な遺跡です。
全国にはほぼ全ての市町村になんらかの遺跡がありま
す。先人が築いてきた地域の成り立ちを理解するため
にも、お近くの遺跡に目を向けて当時の人びとの暮ら
しに想いを巡らせてはいかがでしょうか？

そもそも北黄金貝塚とは？
北黄金貝塚は1948年、地元の高校教諭であった峰山
巌氏によって発見された縄文期（BC6,300 〜 BC3,500）
の集落遺跡です。発掘調査により、Ａ地点、Ａ ’ 地点、
Ｂ地点、Ｃ地点、南斜面貝塚の 5カ所の貝塚のほか、
水場の祭祀場や竪穴建物、お墓が発見されています。
　発見当時、ここは上坂武二郎氏の農地でした。土を
トラクターで耕すと、掘り起こされた貝塚の貝などが
表面に散らばっていたので、遠くからでも「見る人が
見れば」貝塚であることは容易に判別することができ
ました。
　上坂氏は大事な畑にもかかわらず、以後約30年にわ
たって峰山氏と氏が後年籍をおいた札幌医科大学解剖
学教室の調査研究が続けられるようにと、協力を惜し
みませんでした。その研究成果は、貝塚の変遷を明ら
かにし、土器と埋葬様式について考古学的な知見にと
どまらず、縄文人の成り立ちについての人類学的な知
見にも及びました。
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住所と電話番号が変わったのだけれど・・・
　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。
別の住所に特産品を送りたいけど、送料は・・・別途かかりますよね？

　特産品カタログと一緒にお送りしております「別送先一覧」に、お届けしたい方の住所、氏名、連絡先、特産
品等をご記入の上、「特産品申込書」と一緒にお申し込みください。ご希望のお届け先へ発送いたします。国内で
あれば基本的に別途送料はいただいておりません。
今から特産品を注文したいのだけど・・・

　既に終了してしまった特産品についての対応は難しいですが、これから発送予定の特産品に関しては追加注文
が可能な場合がありますので、まずはご連絡をお願いいたします。

よくある　ご質問・ご意見「心の伊達市民」の皆さまからいただいたご質問・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」の取組は、平成18年度にスタートし、会員数は令和元年 8 月 1 日現在1,258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、お知り合いの方にご紹介ください！

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を行い、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】
　（ 5 月当選者）【当選品：しまほっけ・黄金豚みそ漬け】
　　　No.１５６３
　（ 6 月当選者）【当選品：八角の一夜干し・黄金豚挽肉・黄金豚みそ漬】
　　　No.５７ 　No.８８２　 No.１０１６　 No.１２６９　  No.１４３１

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。
●「黄金豚」「伊達産野菜」を使用したカレーは、伊達に住んでいたときを思

い出しました。
●「伊達納豆セット」は色々違う味の納豆が入っていて満足です。
●「グリーンアスパラ」を知り合いの人々に分けたら「さすが北海道」と言っ

ていました。
　　など、他にもたくさんのご意見をいただきました。これからも多くの方

から愛される伊達市の特産品を探して参ります。貴重なご意見ありがとう
ございました。

　心の伊達市民情報


