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　　心の伊達市民だより　　
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令和３年７月発行

北 海 道 伊 達 市

心の伊達市民コミュニケーションクラブ事務局が設置されている伊達市役所から見える景色です。
左奥に見えるのが紋別岳、その右が稀府岳。登山もできる山です。
市役所前の通りは商店街となっており、瓦屋根の建物が特徴的で、歴史街道と呼ばれています。
市役所敷地内には大きなメタセコイア（あけぼの杉）もあり自然も感じられます。

●「心の伊達市民」特産品申込数 TOP10　
●伊達観光マップ
●伊達市の歴史
●令和３年度「心の伊達市民」会員アンケート調査
●心の伊達市民情報

市役所から見た市内の様子
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　２位に選ばれたのはグ
リーンアスパラです！ゆで
る、炒めるはもちろんのこ
と、ＢＢＱで焼くなど、さ
まざまなアレンジで楽しま
れているようです。 

　１位に輝いたのは８月限
定商品のとうもろこしでし
た！伊達産のとうもろこし
は甘みがあるとご好評いた
だいております。北海道で
はとうもろこしを「とうき
び」と呼んだりもします。

特産品申込数TOP10特産品申込数
「心の伊達市民」「心の伊達市民」

　今年度も会員の皆さまにはたくさんの特産品をお申込みいただきまして、ありがとうございます。
　今後、お申込みをする際の参考にしていただけるよう、昨年度（2020年度）の特産品申込数ランキングを
会員さまのご感想とともに発表します！

　今年度も会員の皆さまにはたくさんの特産品をお申込みいただきまして、ありがとうございます。
　今後、お申込みをする際の参考にしていただけるよう、昨年度（2020年度）の特産品申込数ランキングを
会員さまのご感想とともに発表します！

TOP10
伊達産
とうもろこし

グリーン
アスパラ

位5
活きホタテ
　５位は12月限定の伊達の前浜
で育った活きホタテです。お刺
身、貝焼きはもちろんのこと、
カレーやシチューに入れるのも
おすすめです。 

会員さまのご感想
「とても新鮮でおいしかったです。友人にもおすそわけし
て大変喜ばれました。ホタテは焼いて食べたり、たきこみ
ごはんにしました。」

「活きホタテは親戚や友人たちからとても喜ばれています。
残りは、貝柱とひもに分けて冷凍しています。」

会員さまのご感想
「熟成豚がとてもおいしいカレーをスパゲッティにして食
べるとおいしい。」
 「レトルトなのに具材が一つ一つしっかりとしていて食べ
ごたえがありました。少し塩分が強いので、ゆで卵をトッ
ピングしていただくとより一層味が引き立ちます。」

会員さまのご感想
「甘味があり、おいしくいただきました。」
「大きく、皮をむくと粒もびっしり揃っていて満足でした。」
「おいしくいただきました。次に届くものを楽しみにして
います。甘味があっておいしかったです。」 

位6
じゃがいも
詰め合わせ
　６位のじゃがいも詰め合わせは10㎏
と大容量ですが、皆さまにはさまざまな調理方法で楽しんでい
ただいております。北海道ではじゃがバターにイカの塩辛をの
せて食べることもあります。

会員さまのご感想
「とても新鮮でホコホコでおいしかったです。来年も食べ
たいです。肉じゃが、そのままレンジでバターを付けて食
べてもおいしいです。」

「じゃがいもおいしくて、毎年大変楽しみ。ふかしいもだ
けでもおいしく、カレーに入れれば最高。」

位7

会員さまのご感想

会員さまのご感想 会員さまのご感想

会員さまのご感想
「びっくりするくらいおいしかった。スーパーの野菜と全
然違う。毎年これにしようと思った。いろいろあって楽
しめた。」

伊達野菜
おすすめセット
　７位は伊達野菜おすすめセット
です。伊達産のめずらしい夏野菜
が入っていることもあり、定番
セットよりも人気が高くなってい
ます。※写真は特産品の一例です 

　３位の北海道スープは牛
乳を加えてスープとしてい
ただくのはもちろんのこと、
グラタンやスープパスタに
もアレンジ可能です。 

　北海道スープと同率で３
位に選ばれたのは 伊達産
のブランド豚肉「黄金豚」
と 「伊達野菜」をふんだん
に使った伊達カレー（中辛）
です。 

会員さまのご感想
「食べごたえもありおいしかった。オカカをかけて和風も、
マヨネーズで洋風も。」

「鮮度・太さ・品質等市販では入手出来ないもので大満足で
す。ありがとうございました。ホームＢＢＱで近くの家族
と一緒においしくいただきました。」

「美味でした。満足！」
「とてもおいしいお肉で、家族で大満足でした。」
「味付けもやわらかさも満足です。知人にすすめています。」

位8
黄金豚
バラエティーセット

こ がね とん

　伊達産のブランド豚肉、オオ
ヤミートの黄金豚バラエティー
セットが８位です。きめ細やか
な肉質に上品な甘みの脂が特徴です。すでに味付けがされてい
ますので、調理も簡単です。

位9

「つやがあり甘みもありもちもちしていておいしかったです。」
「とてもおいしいです。」

会員さまのご感想
「いつもおいしいです。安定のおいしさでした。」
「道産原料を使用したオール北海道のスープを感じました。」
「市販には無い商品で大満足です。」

伊達産お米
(ゆめぴりか)

北海道スープ

　もっちりとした食感が人気の品種
「ゆめぴりか」が９位です。もう一種
のお米、「ななつぼし」はあっさりと
しており、２種を食べ比べてみるのも 
オススメです。

会員さまのご感想
「今まで食べたことのないようなおいしい長いも！びっく
りする程の旨みがあり感動しました。」

「風味がありとてもおいしくいただいています。」

位10

大滝産長いも
　ねばりの強さと甘さが特徴の大滝産長いもが10位でした。す
りおろしてとろろにするのも良し。焼いて食べるのも良しの一品
です。

今年度は「心の伊達市民」15周年記念特別企画として、歴史兄弟都市である当別町の特産品もご用意しております。
特産品の中にはまだお申込み可能なものもありますので、お気軽にお問い合わせください！

伊達カレー（中辛）

　「心の伊達市民」特産品申込数TOP10　 � 「心の伊達市民」特産品申込数TOP10　
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　伊達観光マップ � 伊達観光マップ　
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❻史跡北黄金貝塚公園
　貝塚のほか、水場の祭祀場、竪穴式住居、墓跡
などが発見され、縄文文化を体感できる「史跡公
園」として整備・公開しています。 
　令和３年５月26日には北黄金貝塚を含む「北
海道・北東北の縄文遺跡群」が、国連教育科学文
化機構（ユネスコ）の諮問機関であるイコモスか
ら、世界遺産への登録が適当であると勧告されま
した。令和３年７月下旬に開催される世界遺産委
員会で、縄文遺跡群の世界遺産登録が正式に決定
する予定です！

❺道の駅・伊達市観光物産館
　市内で収穫された新鮮野菜や特産品などを豊富
に取り揃えています。市外からも多くの観光客が
訪れる人気スポットです｡「心の伊達市民」の特
産品の多くはここから発送されています。
　軽食コーナーでは伊達の名物も食べられますよ！

❹総合公園だて歴史の杜
　敷地内には伊達市観光物産館をはじめ、カルチ
ャーセンター、総合体育館、温水プール・トレー
ニング室、図書館、食育センター、だて歴史文化
ミュージアムなどのたくさんの施設があります。
　また、森林や草花、川などの自然にあふれてお
り、季節を感じながらの散歩も楽しめます。

❸だて歴史文化ミュージアム
　文化財や美術品の展示・活用と文化・芸術の振
興を一体化した博物館。体験学習館には、北海道
内唯一の藍生産地ならではの藍染め体験ができる
「藍工房」や、刀匠渡辺惟平さんの刀剣制作が見
学できる「刀鍛冶工房」があります。

❶有珠善光寺
　文化元年（1804年）に建立され、蝦夷三官寺
の一つに数えられる善光寺は、昭和49年に善光
寺跡として国の史跡に指定されました。
　春には桜がきれいに咲く場所と知られ、花見の
名所となっています。

❼三階滝(左）

　大滝区で最も人気のあるスポット。三段に流れ
る滝が四季それぞれの自然のすばらしさを運んで
くれます。水の流れ落ちる音が心地よく響く滝の
周辺は、バードウォッチングや散策にうってつけ
の場所です。
❽大滝ナイアガラの滝(右）

　高さ約3メートル、幅約80メートルにもおよぶ
滝。昔の海底火山から噴出された「緑色凝灰岩」
によって形成され、滝に日光があたると川底が薄
緑色に輝きます。

❷メロン街道
　有珠町の入り口、国道37号沿い約１キロにわ
たって直売所が立ち並ぶこの場所は通称“メロン
街道”と呼ばれ、メロンはもちろんスイカやとう
もろこし、カボチャなどたくさんの農作物が販売
されています。

6 史跡北黄金貝塚公園
この一帯は通称“グルメ街
道”と呼ばれ、多くの食事
処が立ち並んでいます。

長流川
北海道に生息する野鳥のほとんどが見られ
る長流川。河川の一部は渡り鳥の中継地点
でもあります。バードウォッチングに最適
なスポットです！

有珠には海水浴場やキャンプ場もあります。
海水浴やキャンプはもちろん、海岸沿いを散
歩したり、夕日を眺めるのもオススメです。

伊達観光マップ

5
4

3

２

１

北舟岡駅
海岸沿いにあり、海に最も近い駅として知られ
ています。ホームには屋根や壁がなく、美しい
景色や夕日を眺めるのに最適なポイントです。

「心の伊達市民」の会員さまの中には道外にお住まいの方もたくさんいらっしゃいます。
今のご時世、なかなか伊達市へ来ることは簡単ではないと思いますので、現在のまちの様子をご紹介いたします。
気持ちだけでも伊達のまちを観光している気分になれるかも・・・

7

8

三階滝

大滝ナイアガラの滝

市街地から大滝区までは車で40分ほど。
自然豊かな大滝区には北湯沢温泉郷があり、
複数の温泉施設が立ち並んでいます。
旅の疲れを癒すのにはもってこいです！

おさるがわ
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提出期限：令和 3 年 8 月31日㈫
提 出 先：ＦＡＸ：0142‒23‒4414
　　　　　 E-mail：kokoro@city.date.hokkaido.jp
　　　　　〒052‒0024　北海道伊達市鹿島町20番地１　北海道伊達市役所
　　　　　　　　　　　　企画財政部企画財政課企画調整係内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【心の伊達市民コミュニケーションクラブ事務局】
提出方法：別紙「アンケート調査票」にご記入の上、FAX、メール、郵送のいずれかで事務局へ
　　　　　ご提出ください。
　　　　　ホームページ上にも「アンケート調査票」を掲載しておりますのでご利用ください。

　伊達市の歴史 � 令和 ３年度「心の伊達市民」会員アンケート調査　

歴史兄弟都市：当別町とその歴史
みなさん、札幌の北側に位置する「当別町」という町をご存知でしょうか？人口１５，０００人ほどの町で
すが、自治体の面積は伊達市とほぼ同じ広さ、東京２３区全体と比較すると約 ３分の ２に当たる大きさに
なります。
今回、なぜこの「当別町」を紹介したかというと、令和 ２（２０２０）年１０月 ９ 日、北海道伊達市と「歴
史兄弟都市盟約」を締結したからです。
本来、自治体同士がこのような関係を締結する際、「姉妹都市」という言葉が使われることが多いの
ですが、「兄弟都市」を使用したのには理由があります。
北海道伊達市の名は、明治 ３（１８７０）年以降に北海道の地に移住した仙台藩主の親族にあたる亘

わた

理
り

伊
だ

達
て

家
け

の当主：伊達邦
くに

成
しげ

が移住したことに由来します。
亘理伊達家は、「独眼竜」の名で有名な伊達政宗の従弟にあたる伊
達成
しげ

実
ざね

から続き、仙台市の南に位置する亘理町とその近隣を領有して
いました。
しかし、邦成の先代にあたる伊達邦

くに

実
ざね

には嗣子がおらず、仙台市の
北に位置する岩出山町（現在の大崎市の一部）を領有していた岩出山
伊達家から養子を迎えました。この養子こそ、邦成だったのです。
また、この岩出山伊達家も幕末の戊辰戦争の結果、移住を余儀なく
され、当時の当主：伊達邦

くに

直
なお

が移住した地が今回紹介した当別町です。
しかも、邦直は邦成の実の兄に当たります。この経緯を基に、伊達市
と当別町の自治体交流締結は「兄弟都市」として成立しました。
邦直は北海道開拓の功により、邦成とともに札幌市中央区の北海道
神宮内にある開拓神社に３７柱の １柱として合祀されています。新型コ
ロナウイルスが収束し、北海道を訪れることがあれば、開拓神社や当
別町もぜひ訪ねてみてください。

「心の伊達市民」の皆さまへ
日頃より心の伊達市民として、当市を応援していただきありがとうございます。平成18年よ

り開始した「心の伊達市民」も皆さまのご協力により、15年目を迎えることができました。また、
会員数も1,310名にのぼり、日本全国はもちろん、海外にお住まいの方にもご登録いただいてお
ります。

さて、現在事務局では皆さまに伊達市の情報を少しでも多くお伝えできるよう、「心の伊達市
民だより」や「かわら版」を作成し送付させていただくとともに、特産品をお届けする取組を行っ
ております。

今回実施しますアンケート調査は皆さまのご意見やアイディアなどをいただき、「心の伊達市
民」としての取組をこれからさらに充実させ、皆さまにより満足していただける情報をお届けで
きるよう実施するものです。

つきましては大変お手数をおかけいたしますが、趣旨をご理解いただき、同封のアンケート調
査票にご記入の上、令和 3 年 8 月31日㈫までにご提出くださいますようお願いいたします。

なお、提出いただいたご回答は個々の調査票を公開したり、本調査の目的以外に使用すること
はございません。集計後は個人情報保護法に基づき、調査票を適正に処分いたします。

　　　　　　　　取組をよりよいものにするためにぜひ調査へのご協力をお願いいたします！

　　　　　　　　　　　　　　　　　心の伊達市民コミュニケーションクラブ事務局

伊達邦直
※�北海道大学附属図書館
北方資料室所蔵

北海道伊達市・当別町位置図

当別町・伊達市歴史兄弟都市盟約締結式の様子

伊達市
当別町

令和３年度「心の伊達市民」会員アンケート調査に
ご協力お願いします！

アンケート調査にご協力いただいた方の中から抽選を行い、当選された方には特産品をプレゼント！
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　　心の伊達市民だより

心の伊達市民だより第 33号　令和３年 7月発行
■発行・編集　〒052-0024　北海道伊達市鹿島町20番地 1
　心の伊達市民コミュニケーションクラブ事務局　北海道伊達市企画財政部　企画財政課企画調整係
　TEL：0142-82-3114（企画財政課直通）FAX：0142-23-4414（代表）E-mail：kokoro@city.date.hokkaido.jp
■伊達市のホームページ　https://www.city.date.hokkaido.jp　　       伊達市 Facebook

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年にスタートし、会員数は令和３年６月30日現在1，310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！

特産品に関するアンケート情報
　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
アンケートを同封しており、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。ぜひご協力をお願いいたします。

【アンケート当選者】
【当選品：藍染めマスク、ななつぼしお米せんべい、きのこ釜飯の素 BOX】
（５月分）No.５６　　　　No.３７２　　　No.１００９　　No.１４７４
（６月分）No.１５５１　　No.１６０７　　No.１６８３　　　　　

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（伊達市役所企画財政課）までご連絡ください。
住所と電話番号が変わった方は・・・
　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（伊達市役所企画財政課）までご連絡ください。
今から特産品を注文したいのだけど・・・
　既に受付を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、これから送付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。

こんな方は事務局までご連絡ください！

お知らせ 新型コロナウイルスの影響によるイベントの開催について

●中止が決定しているイベント・・・伊達武者まつり
●未定のイベント・・・・・・・・・だて食のフェスティバル
　　　　　　　　　　　　　　　　　だて農業・漁業・大物産まつり
　　　　　　　　　　　　　　　　　友好・交流都市物産展（大阪府枚方市）

　心の伊達市民情報


