.

GUARD
RUNNERS
ランニング、ウォーキン

陶っ歩や
粘土あそび陶芸教室

グ、サイクリング、犬の散歩
などの時に街の見守りをする
活動をしています。特に小中

初めての方も、作りたい物を選びます。
仲間同士でアイデアを交換したり、お互い

学生の登下校時刻の見守り活

の作品もお手本になります。見て楽しくて

動に力を入れています。

使ってうれしい作品を、作っています。

GUARD RUNNERS のオレン

▶ 詳しくは 42 ページ

ジの腕章か T シャツが目印
です。西いぶりに勤務また
は居住している有志で 2018
年に結成しました。随時メ
ンバー募集しています。
▶ 詳しくは 22 ページ

NPO 法人 いきものいんく
環境教育事業と体育事業を行っています。私たちの活動には 3 つのル
ールがあります。「1.自分が何をするか自分で決める」、「2.自分のこ
とは自分でする」、「3.自分がしたことは自分で責任をとる」。その積
み重ねで、困ったことが起きた場合、どうしたら解決できるか自分で考
え、自分でなんとかしてみる力が子どもたちに備わると考えています。
▶ 詳しくは 48 ページ

水車・アヤメ川自然公園
を育てる市民の会
伊達移住を考えている人たちにとって、伊達の
魅力の一つになっている場所が水車・アヤメ川自
然公園です。【春】小川沿いの小道に野の花が咲
き誇ります。【夏】木々の葉で、涼しい散歩道に
なります。【秋】紅葉 赤、黄 見事な美しさで
す。【冬】エゾリス、カルガモ、野鳥との出会
い。凍らない小川。冬も魅力がいっぱいです。随
時フェイスブックで情報発信をしています。
▶ 詳しくは 48 ページ
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市民活動
って、何だろう？
地域の市民が集う活動、それが「市民活動」です。
伊達市は、次の 4 条件を満たす団体・サークルなどの活動を
「市民活動」とし、そのうち、伊達市内で活動し、広く参加者を募集して
いる団体を支援します。

1.
2.
3.
4.

市民の自発的・主体的な活動で継続性がある組織的活動であること
特定の宗教団体や政治団体を支援する活動ではないこと
公序良俗に反する活動ではないこと
営利を主たる目的とした活動ではないこと

特定非営利活動促進法における「公益の増進に資する」という観点か
ら、自治体によっては、公益性の高い活動に限って「市民活動」とする場
合がありますが、市民どうしの交流や良好な関係性そのものが公益に資す
る社会関係資本（ソーシャルキャピタル）であると捉え、伊達市では、上
記の条件を満たす「趣味の活動」なども「市民活動」としています。
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過去から現在そして未来へ伝えたい
縄文の豊かな精神
史跡北黄金貝塚公園ボランティア

オコンシベの会
▶ 詳しくは 46 ページ

遺跡の価値を伝える語り部として

縄文人と仲良しになりませんか？

当会は有珠山噴火の翌年 2001 年伊達市で開催された
「縄文フェスタ」と同時に約 40 人の有志で発足し現在 8
人の会員が史跡北黄金貝塚公園の保護と活用を目指し見
学者向けのガイドと体験学習（勾玉作り、火起こし、発
掘、矢じり・釣り針作り）を行っています。

当初 40 人で発足したオコンシベの会は 20 年の歳月を
経て高齢脱会した方が多く現在 8 人が活動してます。平
均年齢も 70 歳超ですが現役 40 代も２人が活躍していま
す。知的好奇心に駆られたアナタ！ 是非縄文ワールドに
入門して下さい！ 親切な学芸員のレクチャーと先輩縄文
人が丁寧に洗脳致します。来年コロナ禍が収まったら…
数万人の来園者を迎え遺跡の本来の価値を伝える事がで
きるか、答えは新規会員獲得にあります。

オコンシベの会の由来は黄金地区がアイヌ語でオコン
シベ（コンブの採れる場所）と呼ばれていた事から命名
されました。約６千年前地球が暖かく縄文海進が起こっ
たころから約４千５百年前の縄文海退・現在の冷涼な時
期までを中心に解説してますが、実は伊達市は「縄文か
らアイヌまで」の史跡が数多く残されている地域でもあ
り縄文・続縄文・アイヌの墓と遺物・人骨が出土し学会
から注目されている場所なのです。

ユネスコ世界文化遺産登録を受けて
10 年程前、ユネスコ世界文化遺産に向けて運動するとい
う話が出て、当時会員は喜びと不安の表情になりました。
昨年 7 月 27 日正式通達が出た時は報道陣がドッと押しか
け市長・教育長のテープカットに皆が伊達市の新たな資源
に湧きました。
昨年は生憎のコロナ禍で 9 月 30 日まで緊急事態宣言、
しかし解除後の 10 月だけで 5 千人以上の来場、11 月だけ
でも 50 団体以上の申し込みがあり、これまで主に札幌・
旭川・小樽の修学旅行生を対象に活動して来ましたが今年
初めて十勝地方からも数校訪問が有りました。又旅行会社
も「縄文遺跡を巡る旅」でバスツアーを組み多くのツアー
が訪れて世界遺産効果に驚愕しています。会員の不安は来
訪者に果たして 8 人で対応出来るか？ でしたが「無理せ
ず楽しく」をモットーに 10 月をやり過ごせました。
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史跡北黄金貝塚公園のキャラクター「オコンシベくん」は、平成 12
年に誕生して以来、多くの来園者の皆さんをお迎えし親しまれてきま
した。このオコンシベくんの生みの親である伊達市出身のイラストレ
ーター佐藤真理子さんが、北黄金貝塚を含む「北海道・北東北の縄文
遺跡群」が世界遺産に登録されたお祝いとして、オコンシベくんに新
しい仲間として、オコンシベくんの隣で手を振る愛らしいオットセイ
の子どものキャラクターを新たに作ってくださいました。
【作者】佐藤真理子さん
伊達市北黄金町出身、伊達緑丘高校卒業
高校在学中の平成 12 年、「だて噴火湾縄文フェスタ」のイメ
ージキャラクターとして「オコンシベくん」を製作。現在は
イラストレーターとして精力的に活動され、作品・受賞歴多
数。得意ジャンルは畜産動物をはじめとする動物全般、子ど
も（教育教材）のイラストなど。

「集う・学ぶ・稼ぐ」をモットーに
ゆりかごのような心地良い森・そして地域
づくりをめざします

地域活性化団体
「シンタ」
▶ 詳しくは 49 ページ

メンバーのうち 4 人が山を持っています

過去には当たりまえだった体験で多世代交流

地域活性化団体「シンタ」の代表で、その活動の主な
フィールド「シンタの森」の所有者でもある宇井さんは
2000 年から北海道伊達市大滝区（当時は大滝村）に住ん
でいます。シンタはアイヌ語でゆりかごを意味します。

宇井さんも子どものころ、白樺の樹液を森で採取した
ことがあって印象に残っているそうです。
「そういう体験
が地域の風景として記憶に残ると思うんですよね」。

宇井さんが大滝の仲間たちと地域活性化団体「シン
タ」（以下、シンタ）を立ち上げたのは 2 年前。現在は
約 10 名のメンバーがいて、そのうち 4 名が大滝区に山
を所有しています。シンタの活動として、宇井さんの
「シンタの森」や他のメンバーが所有する山で、メンバ
ーが協力して、人が森に入って活動できるようにするた
めの道づくりや維持のための手入れなどしています。ま
た、多くの人たちに大滝の森を知ってもらうためのワー
クショップの企画もしています。

森のワークショップで大滝を知る・楽しむ
これまで、メープルシロップづくりやキノコ栽培に使
うホダ木づくりのワークショップなどを開催していてま
す。シンタのコンセプトは「集う・学ぶ・稼ぐ」。ワー
クショップは集い、学ぶ場になっています。
「皆に森を身近に感じてもらいたい。大滝の森に入る
ことで森を知る、大滝のことを知る。それを面白がって
いろんな地域から人が遊びに来ることで関係人口が増え
たらいいですよね。地域の人たちにも森を知って、住ん
でいる地域の魅力に気付くきっかけになったらいい」
と、宇井さんは語ります。2020 年には、大滝区にある
徳舜瞥学校の子どもたちの総合学習として、森で一緒に
木を倒して、切って、束ねるという薪づくり体験を提供
しました。
「シンタの森」のロゴマーク ▶

薪割り体験した時は子どもたちが熱中していました。
昔は日常的にしていたことでも今ではなかなか体験でき
ません。そういう体験を通じて、子どもたちの祖父母や
その上の世代の人たちが暮らしていた地域を知ることが
できます。冬にはメンバーや地域の人たちが、自分で作
った雪板（木の板でつくりスノーボードのように斜面を
滑る道具）を持ち寄って滑るなどして楽しんでいます。

持続的な森林経営のために
シンタのコンセプトの「稼ぐ」について、シンタで取
り組んでいることの一つに自伐型林業という持続的な森
林経営があります。市民活動を継続するには活動資金を
得ることも重要。自立するためには稼ぐことが重要。そ
のためにも、今後は仲間たちとシンタブランドの商品開
発や、森の中で自然を静かに楽しめるキャンプサイトづ
くりなどにも取り組んでいきたいと考えています。最近
完成したロゴマークは交流のあるデザイナーの方に依頼
したもので、話し合いのなかで、デザイン費用を薪で支
払うことになったそうです。
シンタの活動に興味のある方はお気軽にご連絡くださ
い。ワークショップもぜひご参加ください。
ライフワークにしたいのはシンタの森図鑑づ
くり。森の動物、植物、鳥、キノコなど、森
で見たもの全てを図鑑にしたい。「今も森に
入る度に少しずつネタを集めているんです」
と語る宇井尚さん。

◀ フェイスブックページ
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サ ードプレイス、
ありますか？
伊達市内には、この冊子、「市民活動ガイドブック ロラ
バス」に掲載されていないものも含めると、300 以上の市
民活動団体があります。歴史と実績を重ねる団体も数多
く、様々な分野で精力的な活動をしています。現在の市民
活動のトレンドとして、縛りが少なく気軽に参加でき、良
好なコミュニケーションがあるサークルが人気であること
が分かってきました。日頃の生活に充実感を与える、自宅
や職場とは異なる、心地のよい第 3 の居場所「サードプレ
イス」としての市民活動です。

自分でつくってみる新しいサークル
自分のやってみたいことをやっているサークルが必ずしも
見つかるとは限りません。また、興味のあるサークルがあっ
たとしても活動時間が合わず入会を諦めることもあるかもし
れません。そういう時には自分で新たにサークルを作ってみ
てはいかがでしょう。メンバー募集や活動場所探しなど、サ
ークルづくりで何か分からないことがありましたら、お気軽
にご相談ください。伊達市内でこの 5 年間に 30 以上の新し
いサークルが誕生しています。これからは既存のサークルに
「はいる」ということの他に、新たにサークルを「つくる」
という選択も１つです。

市 民活 動 の動 画 を公 開 中！

まずは私たちにご連絡ください

伊達市を含む北海道西いぶり

この冊子に掲載している各団体に直接お問合せや見学の

地域での移住定住を支援する

申し出などができるように、10 ページ以降の団体一覧に

「北海道移住定住西いぶり

それぞれの連絡先が掲載されていますが、直接団体へ連

（ MINI H) 」 の ウ ェ ブ サ イ ト 上

絡しにくい場合や、いくつか気になる活動がある場合な

で動画を公開している団体があ

どは、お気軽に私たちまでご相談ください。新たな団体

ります。スマホのカメラで右の

の立ち上げの相談やその他ご質問等も承ります。また、

コードを読み取るか、インター

掲載内容は発行のおよそ３か月前からの調査に基づいて

ネットで「ロラバス」を検索し

いますので、内容の変更等につきましてもお気軽にご連

てください。

絡ください。
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探そう！ コミュニティの入り口
スタート
いいえ

はい
職場・学校・家族以外のコミュティにも参加したい

いいえ はい
2 ページ

趣味がある・やりたいことが決まっている

「市民活動って、何だろう？」
をご覧ください

はい
いいえ
気になる市民活動の団体の名前を知っている

私たちは、複数の居場所があるこ
とが日々の暮らしの満足につなが
ると考えます。

はい
53～56 ページ
50 音順リストを
ご利用ください

7～9 ページ
分野別リストを
ご利用ください

「ツーフォーオール」を標語とし、
地域の人みんなが、職場や学校、家
庭の他に、自治会などの地域活動を

気になる団体がみつかった

含めて２つ以上のクラブ・サークル
などの市民活動に携わることが当た

はい

いいえ

直接連絡しにくい場合には
仲介します。

り前、という未来を目指します。

お話を伺い、ご希望に合った市民活動団体を
探すお手伝いをします。また、新たに市民活
動団体を立ち上げる際にお手伝いします。

お気軽にご相談ください
✉datecomu@dcpc.jp

☎0142-25-6504

発行者：北海道伊達市企画財政部企画財政課 ／制作・編集（問合せ先）：（株）伊達観光物産公社 コミュニティ推進室

6

分野別リスト（53-56 ページには 50 音順リストがあります）
サッカー・フットサル
だてキックファイターズ・・・・・・・・・・ 10
伊達登別四十雀サッカークラブ・・・・・・・ 10
北湘南サッカースクール・・・・・・・・・・ 10
FC DATE 少年団・・・・・・・・・・・・・・ 10
VAIN FOOTBALL CLUB 伊達・・・・・・・・・ 10
VFC DATE sonia ・・・・・・・・・・・・・ 11
AMOROSO ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
ノーマライゼーション・フットサル教室 futty ・ 11

卓球
あすなろ卓球クラブ ・・・・・・・・・・・ 11
高齢者体力づくり・・・・・・・・・・・・・ 11
伊達市卓球連盟・・・・・・・・・・・・・・ 11
伊達フルハウス卓球スポーツ少年団・・・・・ 12
どんぐりクラブ ・・・・・・・・・・・・・ 12
ひやく会卓球クラブ・・・・・・・・・・・・ 12

テニス
伊達シニアテニスサークル・・・・・・・・・ 12
伊達ソフトテニス連盟・・・・・・・・・・・ 12
伊達テニス協会・・・・・・・・・・・・・・ 12
大滝スポンジテニス愛好会・・・・・・・・・ 12
長和スポンジテニスクラブ ・・・・・・・・ 13
スポンジテニス愛好会・・・・・・・・・・・ 13
スポンジテニス同好会・・・・・・・・・・・ 13

バスケットボール
伊達市ミニバスケットボールスポーツ少年団・13
Armada ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
Dated-DAM'S ・・・・・・・・・・・・・・ 13

バドミントン
大滝バーディーズ★ジュニア・・・・・・・・ 14
大滝バドミントン愛好会・・・・・・・・・・ 14
伊達市バドミントン協会・・・・・・・・・・ 14
伊達市バドミントンスポーツ少年団・・・・・ 14
伊達シャトル同好会・・・・・・・・・・・・ 14

バレーボール・ミニバレーボール
エラーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
関内 PEACE ・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
伊達市バレーボール協会・・・・・・・・・・ 15
伊達レモンズバレーボール少年団・・・・・・ 15
ラウディークラブ・・・・・・・・・・・・・ 15
伊達若草・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
伊達政宗ダンガンズバレーボール少年団・・ 15
稀府バレーボール部（グレイツ）・・・・・・ 16
朝風・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・ 16
北星体育振興会バレーボール部・・・・・・・ 16
Z E R 0 ' Z ・・・・・・・・・・・・・・・ 16
エ ク セ ル MV ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16
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BarBies ・・・・・・・・・・・・・・ 16
プ レ ジ ャ ー サ ー ク ル ・・・・・・・・・ 16
稀府マップス・・・・・・・・・・・・・ 17
伊達ミニバレーボール協会・・・・・・・ 17

野球・ソフトボール
OVER PRIDE ・・・・・・・・・・・・・・ 17
伊達パンダーズ野球スポーツ少年団・・・ 17
伊達ブルータイガース・・・・・・・・・ 17
伊達野球連盟・・・・・・・・・・・・・ 18
長和ジュニアスワローズ ・・・・・・・ 18
西胆振軟式野球連盟・・・・・・・・・・ 18
西胆振ベースボールスクール・・・・・・ 18
舟岡アトムズ・・・・・・・・・・・・・ 18

水泳など
伊達スイミングスポーツ少年団・・・・・ 19
伊達婦人スイミングサークル・・・・・・ 19
水中ウォーキングサークル“水中華”・・ 19

武道・格闘技
ABENIR KALIS MAHARLIKAN MARTIAL ARTS ・ 19
大東流合氣柔術幸清会・・・・・・・・・ 19
国際空手道連盟 極真会館 伊達道場・・ 20
総合空手坂井塾・・・・・・・・・・・・ 20
伊達剣道・伊達網代道場剣道スポーツ少年団・ 20
伊達剣道連盟・・・・・・・・・・・・・ 20
伊達剣道連盟居合道部会・・・・・・・・ 20
伊達柔道スポーツ少年団・・・・・・・・ 20
伊達地区弓道連盟・・・・・・・・・・・ 20
伊達太極拳協会（若さ同好会）・・・・・ 21
伊達放鬆の会・・・・・・・・・・・・・ 21
少林寺拳法 伊達支部・・・・・・・・・ 21
パラエストラ室蘭 伊達支部・・・・・・・ 21
伊達ボクシングクラブ・・・・・・・・ 21

スポーツその他
イブリジニー・・・・・・・・・・・・ 22
GUARD RUNNERS ・・・・・・・・・・・・ 22
伊達スリーエイ同好会・・・・・・・・ 22
RABBIT-CLUB ・・・・・・・・・・・・ 22
伊達歩くスキー協会 ・・・・・・・・・ 22
だて・ビスタリ～山の会・・・・・・・・ 23
伊 達 ス キ ー 連 盟 ・・・・・・・・・・・ 23
NPO 法人 伊達市カーリング協会・・・・・ 23
伊達フロアカーリング協会・・・・・・・ 23
伊達市ゲートボール連盟・・・・・・・・ 23
伊達パークゴルフ協会・・・・・・・・・ 23
伊達陸上競技協会・・・・・・・・・・ 24
ウェルネスプラス トランポリン＆ボルダリング・ 24
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食と健康
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胆振管内女性農業者ネットワーク香凛’s ・ 28

介護予防・介護者支援
NPO 法人 いきいき茶ろん・・・・・・・・・ 28
有珠地区社会福祉協議会・・・・・・・・・・ 28
大滝ノルディックウォーキング協会・・・・・ 28
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さくらの会・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
さわやかサロン・・・・・・・・・・・・・・ 29
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福祉その他
サンタの会・・・・・・・・・・・・・・ 33
伊達市赤十字奉仕団・・・・・・・・・・ 33
ひだまりの杜・・・・・・・・・・・・・ 33
伊達ブンブン文庫・・・・・・・・・・・ 33

教育・子育て
イオン伊達チアーズクラブ・・・・・・・ 34
「こどもの国フェニックス」サポーター・ 34
伊達子ども劇場・・・・・・・・・・・・ 34
伊達はまなす会・・・・・・・・・・・・ 34
つくろう・遊ぼう・考える子ども塾・・・ 34
人 形 劇 団 ア イ ア イ・・・・・・・・・・ 34
日本ボーイスカウト伊達第 1 団・・・・・ 34
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いとう絵本文庫・・・・・・・・・・・・ 35
お話の森・・・・・・・・・・・・・・・ 35
きつつきの会・・・・・・・・・・・・・ 35
託児・制作・読み聞かせボランティア・ 35
ブックスタート ボランティア・・・・・ 35
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伊達市音楽協会・・・・・・・・・・・・ 36
伊達吹奏楽団・・・・・・・・・・・・・ 36
ファミオン弦楽アンサンブル・・・・・ 36
リコーダー同好会「くさぶえ」・・・・・ 36
聖龍一門伊達武者太鼓・・・・・・・・・ 36
聖龍・太鼓道スクール・・・・・・・・ 36

うた
岸川洋孝歌謡教室・・・・・・・・・・・ 37
女声コーラス 花音・・・・・・・・・ 37
だて☆キッズコーラス・・・・・・・・・ 37
伊達コール・エコー・・・・・・・・・ 37
ｅ・コーラス ｆｉａｔｏ ・・・・・・ 37
The Angels Family Choir ・・・・・・・ 37

伝統芸能
伊達三曲会・・・・・・・・・・・・・・ 38
伊達市さんさ時雨保存会・・・・・・・・ 38
伊達すずめ踊り 雅会・・・・・・・・・ 38
伊達市邦楽邦舞協会・・・・・・・・・・ 38
伊達仙台神楽保存会・・・・・・・・・・ 38
伊達謡曲会 宝生流・・・・・・・・・・ 39
日舞会・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
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日本詩吟学院北海道道南岳風会伊達支部 大滝洗心会・・ 39
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伊達ラウンドポピー・・・・・・・・・・・・ 39
伊達ダンス愛好会・・・・・・・・・・・・・ 40
フラワーダンスサークル ・・・・・・・・・ 40
カ・ウル・リコ・カパライ・「プエオ」・・・ 40
カ、プア、ケア リコフラダンス・・・・・・ 40
Moani Ke'Ala フラサークル ・・・・・・・ 40
伊達市フォークダンス同好会・・・・・・・・ 40
だて七福神・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
伊藤まゆみバレエ研究所 伊達教室 ・・・・ 41
Dance Studio DOC'S ・・・・・・・・・・・ 41

クラフト
クラフト和華 伊達教室 ・・・・・・・・・ 41
伊達押花「夢工房」 ・・・・・・・・・・ 41
伊達おり姫会・・・・・・・・・・・・・・・ 41
伊達切り絵サークル睦会・・・・・・・・・・ 41
だて藍染同好会・・・・・・・・・・・・・・ 42
手あみ同好会・・・・・・・・・・・・・・・ 42
デコパージュ同好会・・・・・・・・・・・・ 42
陶芸同好会 せせらぎ焼き・・・・・・・・・ 42
陶っ歩や 粘土あそび陶芸教室・・・・・・・ 42
3-D サークル・・・・・・・・・・・・・・・ 42

絵画
彩の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
絵手紙同好会「ヘタでいい会」・・・・・・・ 43
絵画教室 いろえんぴつ art hotaru ・・・・ 43
水彩画クラブ「ふじの会」 ・・・・・・・・ 43
伊達美術協会・・・・・・・・・・・・・・・ 43
ビビット会（油絵の会）・・・・・・・・・・ 43
COCORO 絵画教室 ・・・・・・・・・・・・・・ 43

書道・茶道・華道
雨峰書道同好会・・・・・・・・・・・・・・ 44
錦堂書道会・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
伊達書道連盟・・・・・・・・・・・・・・・ 44
茶道裏千家淡交会 伊達支部・・・・・・・・ 44
茶道同好会 季の会・・・・・・・・・・・ 44
伊達華道協会・・・・・・・・・・・・・・ 44

短歌・俳句
伊達短歌会・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
伊達短歌連盟・・・・・・・・・・・・・・・ 45
木賊短歌会・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
伊達俳句会・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
西胆振壺俳句会・・・・・・・・・・・・・・ 45

囲碁・将棋
伊達囲碁クラブ・・・・・・・・・・・・・・ 46
伊達将棋道場・・・・・・・・・・・・・・・ 46

9

歴史・文化財
オコンシベの会・・・・・・・・・・・・ 46
伊達郷土史研究会・・・・・・・・・・・ 46
古文書解読サークル いろはの会・・・ 47
だて歴史文化ミュージアム・コンシェルジュ・クラブ・・ 47
伊達刀剣甲冑保存会・・・・・・・・・・ 47
噴火湾考古学研究会・・・・・・・・・・ 47
地域の歴史を知るサークルレキシロー・・ 47
伊達「平和の鐘」をまもる会・・・・・・ 47

自然
だて記念館びおとーぷクラブ・・・・・・ 48
NPO 法人 いきものいんく・・・・・・・・ 48
水車・アヤメ川自然公園を育てる市民の会・ 48
NPO 法人 森・水・人ネット・・・・・・ 48

コミュニティ・まちづくり
移住者ネットワーク 北海道だて・・・・ 49
いちごはうすの会・・・・・・・・・・・ 49
おおたき新聞くらぶ・・・・・・・・・・ 49
減災を考えるあらうすグループ・・・・・ 49
伊達人コミュニティ「つなぐむす部」
・・・ 49
地域活性化団体「シンタ」・・・・・・・ 49
とりもち会・・・・・・・・・・・・・・ 50
Date GT ・・・・・・・・・・・・・・・ 50
wi-radio クラブ・・・・・・・・・・・・ 50

文化系その他
因サイト・・・・・・・・・・・・・・・ 50
公益社団法人伊達シルバー人材センター・・・ 50
La felice ・・・・・・・・・・・・・・ 50
新 日 本 婦 人 の 会 （ 新 婦 人 ）・・・・・・ 51
伊達市菊花同好会・・・・・・・・・・・ 51
伊達盆栽会・・・・・・・・・・・・・・ 51
伊達写真連盟・・・・・・・・・・・・・ 51
伊達嵐山の会・・・・・・・・・・・・・ 51
学 び合 い ア ドラ ー 心 理学 北 の湘 南・・・ 51
伊達レクリエーション協会・・・・・・・ 51
AADDLLSS （地域のためのデザインサークル）
・ 52
ttemiyo ・・・・・・・・・・・・・・・ 52
劇団パラム・・・・・・・・・・・・・・ 52
プレイバックシアター・ピグマリオン ・・・ 52
NPO 法人 伊達メセナ協会・・・・・・・・ 52

サッカー
市総合体育館サブアリーナ 午後７時～８時（幼児）／
毎週金曜日 同上 午後８時～９時（小学生）【冬期間
目的：子どもは身体を動かすことが大切であり、団員相互
（11 月～4 月）】毎週火・土曜日 同上 午後５時～７時
の交流を重ね助け合い、チームの団結、心身の鍛練、自立の
【春～秋】毎週火・木 東小学校グランド 午後 5 時～6
サポート等支援します。コンセプト：できなかったことが
時 30 分 大会・発表の場 室蘭地区サッカー協会サッカー大
できるようになったときの、達成感を共有。試合に臨むと
会、コンサドーレカップ 会費 月 1,000 円（年間 12,000
き、全力でがんばること。体力がなくても大丈夫。親子で
円）※冬期間暖房料金別途徴収あります。／入会時
サッカー楽しもう。 活動場所 市総合体育館、伊達市立東
2,000 円 連絡先 桃内晋助
小学校グランド、体育館
対象 幼児（未就学前）・小
shin5514@jade.plala.or.jp
学生 人数 10 名 日時・頻度 【年間通して】毎週金曜日
https://plaza.rakuten.co.jp/2002dkf
-------------------------------------------------------------------------------------------出場しています。サッカーを通じ、健康と仲間づくり
伊達登別四十雀サッカークラブ
のために汗を流し、楽しい活動を行っております。
（だてのぼりべつしじゅうからさっかーくらぶ）
活動場所 有珠まなびの里サッカー場 対象 西胆振地域に
伊達近隣（登別・室蘭ほか）に住むサッカー好き人間
お住いの 40 歳以上のサッカー好き 人数 約 60 名
の集まりで、４０代、５０代、６０代の年代別の３チ
ームが一体となって構成されたクラブです。地域での
日時・頻度 月 3〜4 回 大会・発表の場 北海道シニアサッカ
シニアサッカーリーグやサッカーフェスティバルなど
ーリーグ（道南）、全道シニアサッカー大会などに出場
に参加しています。また、全道大会出場をかけた道南
会費 会費・登録料等 15,000 円 連絡先 菊池義男
ブロックでのリーグ戦をまなびの里グラウンドをはじ
onofi088@ybb.ne.jp
め、苫小牧、室蘭、函館などへ出かけ、多くの試合に

だてキックファイターズ（だてきっくふぁいたーず）

-------------------------------------------------------------------------------------------北湘南サッカースクール（きたしょうなんさっかーすくーる） 小 6 男女 人数 U15（51 名）、U12（97 名）
日時・頻度 月曜日、水曜日、週末 大会・発表の場 U12
NPO 法人北湘南スポーツアカデミー「北湘南サッカー
全日本少年サッカー大会道南Aブロック優勝、（全道大会初
スクール」には、U15 で伊達中・光陵中・虻田中・豊
出場）、北海道カブスリーグ、クラブ選手権、こくみん共
浦中・蘭越中・長万部中の生徒たちが、U12 では伊達
済リーグ、その他各種大会及びフェスティバル、年に数回
市近隣の様々な小学校から多くの児童たちが在籍し、
のボランティア活動 会費 U15：入会金 10,000 円 月会
トレーニングをしています。サッカーを通して自立し
費 2,500 円、U12：年会費 3,500 円 月会費 1,000 円、
た人間に成長することを目指し、サッカーだけでなく
U10：年会費 2,400 円 月会費 800 円（兄弟割引あり）
ボランティア活動にも取り組んでいます。
連絡先 深谷明弘｜ f-akinet@hotmail.co.jp
活動場所 まなびの里サッカー場、まなびの里体育館、
http://nss.jp.net | https://ja-jp.facebook.com/kitashonanss
長和小体育館 対象 U15：中 1〜中 3 男女、U12：小 1〜

FC DATE 少年団（えふしーだて

しょうねんだん）

ウンド 冬：伊達小体育館、市体育館、まなびの里体
育館 対象 年長〜小 6 人数 60 名
日時・頻度 コーチ 10 名、週 3〜5 日（火・木・金）16：
00〜18：00 土、日試合が入る場合あり 大会・発表の場
各学年別の各種大会に出場 会費 年長：年 5,000 円、
小 1〜小 3：年 14,000 円、小 4〜小 6：年 20,000 円、会
費以外にスポーツ保険料あり
連絡先 福田友宏 ｜ t.m.m.m.m-f@docomo.ne.jp

当少年団は、サッカーの技術向上はもとより、仲間を
思いやる心、人と人とのつながり、努力し、汗を流し
た結果、勝利という花が咲く喜びを知ることを目的と
して活動しております。サッカーが好きな！ 大好き
な！ 元気な団員を募集しています。まずは気軽にグラ
ウンドへ見学に来てください。
活動場所 春〜秋：伊達小グラウンド、まなびの里グラ
--------------------------------------------------------------------------------------------

VAIN FOOTBALL CLUB 伊達
（う゛ぁいんふっとぼーるくらぶだて）

伊達市をホームタウンとする社会人サッカークラブチー
ムです。選手の 9 割が伊達出身選手でチーム構成してお
ります。北海道サッカーリーグ昇格を目指し、試合の主
戦場として、伊達市をはじめ、函館、苫小牧、室蘭会場
にて試合を行います。西胆振エリアで働く選手や、大学
在学中の選手も大勢います。高い志を持って、チーム一
丸となって取り組んでおります。ＪＦＡ指導者ライセン
ス保持者による選手主催サッカー教室を開催。

活動場所 4 月～10 月：伊達まなびの里サッカー場、11
月～3 月：市総合体育館あかつき（室内練習）
対象 18 歳～35 歳、男性 人数 部員 20 名
日時・頻度 練習週２回 大会・発表の場 ２０２０年：北海
道サッカーリーグ・道南ブロックリーグ所属、２０１９
年：全国クラブチームサッカー選手権 全道ベスト８
（過去３位あり）
会費 入会金：なし、会費：年 25,000 円
連絡先 鈴木円｜ vainfcdate-2007@sea.plala.or.jp
http://www12.plala.or.jp/vain-fc
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VFC DATE sonia（ぶいえふしー

だて そにあ）

VAIN FC 伊達に所属する 35 歳以上のメンバーで構成さ
れたチームです。経験、未経験を問わず、皆で楽しく
生涯サッカーを目指して活動しています。
活動場所 まなびの里サッカー場 対象 35 歳以上のサッカ

ー好きの方（未経験者も含む） 人数 およそ 16 名
日時・頻度 毎週木曜日 19：30～（伊達ナイターミドル
リーグ参加） 大会・発表の場 5～11 月 伊達ナイターミ
ドルリーグ参加 会費 月 1,000 円程度
連絡先 鈴木円 ｜ vfcsonia@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------

AMOROSO（あもろそ）

伊達小学校体育館 対象 30 歳以上の女性
12 名程度 日時・頻度 週１回（火曜日）
大会・発表の場 2020 年、コンサカップ少年団母の部で 1 勝
1 敗 2 引き分けでリーグ 3 位 会費 体育館使用料として
毎回 200 円 連絡先 外崎和枝
tonosakichaki0514@gmail.com
活動場所

子ども達のサッカーの影響から始めたフットサル。な
ので、ほとんどは主婦の集い。毎週火曜日 19～21 時、
伊達小体育館にて練習ｏｒ練習試合。初心者の方でも
楽しくできます。子ども達と一緒に練習試合もしてい
ます。体を動かしたい方は、どうぞ来てください。

ノーマライゼーション・フットサル教室 futty
（のーまらいぜーしょん・ふっとさるきょうしつ ふってぃー）

発達に困難のある子ども、施設にいる子どもに活動する
機会を-との声を受け、自身のサッカー経験と福祉資格を
生かし、令和元年 10 月にボランティア団体として futty
を立ち上げました。みんなと一緒にスポーツをしたいけ
ど、周りとうまくいかない。大人と一緒なら、楽しく過
ごせる。こんな子どもたちが、福祉の専門職と楽しくサ
ッカーをします。同教室では、地域で活躍する大人、福
祉の専門職、学校教諭が集まり、子供と大人、障がい、
カンケーなく、プレーを通しての楽しさを味わいます。
そして、子どもたちには「小さな成功を積み重ねて自信

人数

に繋げる」という目的で活動しています。
活動場所 太陽の園体育館（伊達市幌美内町 36-58）
対象 小学 1 年生～高校 3 年生までの発達に困難をかか
える子どもや親御さん、または福祉に携る方
人数 発達に困難をかかえる子ども 10 名～、発達に困
難をかかえる子どもを育てる親御さん 5 名～、福祉に
関わる方または福祉専門職 11 名
会費 年間会員(任意)：2,000 円(保険加入費)。参加費：
当日券 500 円、 回数券 5,000 円 (10＋2 回分) ※はじめ
て参加される方は無料となっています。
連絡先 佐々木慎介｜ shin.yuki0917@icloud.com

卓球
----------------------------------------------

あすなろ卓球クラブ

（あすなろたっきゅうくらぶ）

あすなろ卓球クラブは昭和 53 に発足しました。今は男
性も女性も入ってますがその当時はママさん卓球クラ
ブでした。29 名の会員から前期・後期の役員を各 3 人
ずつ決めて活動してます。リーダー 1 人、サブリーダー
1 人、会計 1 人。だんだんと年齢が高くなってきました

ので、若い人が入ってくれる事を希望しています。
活動場所 市総合体育館 対象 年齢・性別を問いません
人数 約 29 名 日時・頻度 火曜日・金曜日、9:00～12:00
大会・発表の場 伊達市卓球連盟の主催する大会に参加
会費 前期と後期で年会費は変わる（1,500～2,000 円位）
連絡先 寺田良子

------------------------------------------------------------------------------------------市総合体育館 対象 63 歳以上 人数 60 名
週 2 回（水・金）13：00〜15：00
伊達市長生大学卓球クラブと市内高齢者の卓球好きが
大会・発表の場 年 2 回開催(11 月、2 月) 会費 年 2,000 円
集まり、体力づくりを目標に頑張っております！！
連絡先 餌取竜一
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------大会・発表の場 日本卓球協会主催各卓球選手権予選会出場、
伊達市卓球連盟（だてしたっきゅうれんめい）
伊達市卓球連盟主催の大会 6 回、小中学生卓球講習会
卓球競技者及び愛好者による卓球技術の向上、親睦。
会費 無し 連絡先 大西秀幸｜ keywest@lilac.plala.or.jp
活動場所 伊達中体育館 対象 小学生以上 人数 30 名
日時・頻度 火・木曜日、19:00～21:00
--------------------------------------------------------------------------------------------

高齢者体力づくり（こうれいしゃたいりょくづくり）
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活動場所

日時・頻度

思っています。
活動場所 月：関内小体育館、木：伊達中体育館、土：
（だてふるはうすたっきゅうすぽーつしょうねんだん）
市総合体育館 対象 小 1〜中 3 人数 40 名 日時・頻度 週 3
伊達フルハウス卓球スポーツ少年団は、卓球を通じス
回（月・木・土） 大会・発表の場 各種大会に出場
ポーツの楽しさと団体活動の大切さを子どもたちに知
会費 小学生：月 1,500 円、中学生：月 500 円。他に大会
ってもらうために活動しています。指導員も子どもた
参加料、用具等は必要に応じて掛かります。
ちとのふれあいにより豊かな人間性を身につけたいと
連絡先 大西秀幸｜keywest@lilac.plala.or.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------日時・頻度 週 2 回（月・水）9:30～12:00
どんぐりクラブ （どんぐりくらぶ）
大会・発表の場 卓球ママさん連絡協議会の大会
50 歳代から 80 歳代の女性で構成している卓球クラブで
会費 上期 4,000 円、下期 4,000 円
す。心身のリフレッシュと健康維持、そして会員の親
連絡先 安倍令子
睦を深める事を目的に活動しています。
活動場所 市総合体育館 対象 社会人の女性 人数 18 名
-------------------------------------------------------------------------------------------木）13:00～15:00。体育館が空いている場合は、祝祭日
ひやく会卓球クラブ（ひやくかいたっきゅうくらぶ）
でも活動しています。 大会・発表の場 女子：室蘭地区マ
会員相互の卓球技術の向上と親睦を図ることを目的と
マさん卓球連盟主催の団体戦に参加（年４～５回）、
して活動しています。老若男女を問わず、やってみた
男子：年２回の交流会あり。その他、親睦卓球大会あ
いという初心者の方も大歓迎。卓球好きになるよう指
り（年２～３回） 会費 年 3,600 円（4 月以降の途中
導します。
加入者については、300 円×在月数）
活動場所 市総合体育館 対象 年齢・性別を問いません
連絡先 高杉穀
人数 40～80 歳代の男女 38 名 日時・頻度 週 2 回（月・
--------------------------------------------------

伊達フルハウス卓球スポーツ少年団

テニス
------------------------------------------

冬：市総合体育館 対象 初心者不可 人数 20 名
日時・頻度 週 2〜3 回程度 大会・発表の場 各種シニア大会・
（だてしにあてにすさーくる）
テニス協会主催の大会 会費 テニスボール各自持参
硬式テニスの練習と親睦を兼ねて、ゲーム中心に活動
冬の体育館 使用料がかかります
しています。
連絡先 斎藤文子 ｜ fumi-ume325.s@au.com
活動場所 夏：ほくでん伊達スポーツ公園テニスコート、
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 市総合体育館、伊達中体育館、光陵中体育館
伊達ソフトテニス連盟（だてそふとてにすれんめい）
対象 社会人 人数 10〜20 名 日時・頻度 週 3 回
社会人の方は、当連盟の加盟団体である「伊達クラ
大会・発表の場 連盟主催の大会（年 4〜5 回）
ブ」に加入していただくことで活動することができま
会費 年 6,500 円 連絡先 今野卓也
す。主に練習ゲームを中心の活動内容です。学生時代
kon-takku@ezweb.ne.jp
にラケットを握った経験のある方、もう一度始めてみ
https://fb.com/datesofttennisrenmei
ませんか？ 女性の方の参加もお待ちしています。
https://twitter.com/datesofttennis
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 市内 対象 小学高学年以上 人数 76 名
伊達テニス協会（だててにすきょうかい）
日時・頻度 土曜：19:00〜21:00、日曜：13:00〜15:00
一年を通して、様々な活動をやっています。初心者講
（第 2 ・第 4 ・第 5） 大会・発表の場 テニス大会
習会（6 月〜7 月）6 回。テニス大会（5 月〜10 月）3
会費 小学高学年～中学生：年 500 円、一般：年 1,000 円
回。納会（11 月）。冬季（11〜3 月）は次の通り、市
連絡先 斉藤嘉朗 ｜yoshio29@nifty.com 、小山田文彦
体育館で練習しています。

伊達シニアテニスサークル

大滝スポンジテニス愛好会
（おおたきすぽんじてにすあいこうかい）

スポンジテニスを通じて、地域の方と一緒に楽しく汗
を流しています。スポンジテニスは誰にでもすぐに始
められ、楽しく良い汗を流せるスポーツです。ぜひお
気軽に遊びに来てください。

活動場所 大滝徳舜瞥学校体育館（11～４月は大滝基幹
集落センター） 対象 年齢・性別を問いません
人数 15 名 日時・頻度 毎週木曜日 19：00〜21：00
大会・発表の場 大滝スポンジテニス大会
会費 年 500 円程度（ボール代）
連絡先 塚田明美
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長和スポンジテニスクラブ

長和小体育館 対象 年齢・性別を問いません
6 名 日時・頻度 週 1 回（金） 大会・発表の場 不定期
に参加しています。 会費 必要の都度徴収
連絡先 廣内照夫
活動場所

人数

（ながわすぽんじてにすくらぶ）

現在 50 歳代から 70 歳代までの６名で週１回楽しく活動
しています。初心者でもすぐできるので会員を常に募
集しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------方は、ご連絡ください。
スポンジテニス愛好会（すぽんじてにすあいこうかい）
活動場所 市総合体育館 対象 年齢・性別を問いません
現在、会員の構成は、60 歳以上の男女 20 名程度。健康
人数 20 名 日時・頻度 週 2 回（月・木）13：00～15：00
づくりを目的に、当日参加した人の中でペアを決め、
会費 月 500 円
試合形式でゲームを行っています。2 コートで 15、16
連絡先 荒井純夫
名の方が、交互にゲームをしているため、見学や新会
員を率先して勧誘していませんが、入会を希望される
-------------------------------------------------------------------------------------------人数 16 名 日時・頻度 週 2 回（夏季：水・金、冬季：
スポンジテニス同好会（すぽんじてにすどうこうかい）
月・水）13～15 時 大会・発表の場 なし
会員は、30～70 歳代（男女半々）で、ゲームを楽しん
会費 年会費 7,200 円（分納可）
でいます。また、「伊達市民スポンジテニス大会」に
連絡先 佐藤義信
も、数名が参加しています。
活動場所 市総合体育館 対象 年齢・性別を問いません

バスケットボール
伊達市ミニバスケットボールスポーツ少年団
（だてしみにばすけっとぼーるすぽーつしょうねんだん）

合体育館、その他、ユニフォームメンバーのみ特別練
習あり 対象 小学生以上 人数 男女 31 名
日時・頻度 週 3～4 回 大会・発表の場 各種大会
会費 年会費13,000 円。母集団費500 円 兄弟姉妹割引あり。
連絡先 矢元弥生｜0841.629@gmail.com

小学校 2〜6 年生のバスケットボールのスポーツ少年団で
す。バスケットボールの練習や各種大会への参加のほか、
マラソン大会や体力測定など各種行事へ参加しています。
活動場所 5～10 月は月曜日に市総合体育館、火・木曜日
に伊達西小体育館。11～4 月は火・木・金曜日に市総
-------------------------------------------------------------------------------------------に参加できる方 人数 9 名 日時・頻度 毎週土曜日（19：
Armada（あるまだ）
00～21：00） 大会・発表の場 室蘭地区バスケットボール
伊達市のバスケ好きの集まりです。練習ではチーム以
リーグ戦参加 会費 年 5,000 円程度（大会参加者は別
外の参加者も多く、室蘭市から練習に来る人や高校生
途 JBA 個人登録料 3,000 円）
の参加もあり楽しくバスケをしています。室蘭地区バ
連絡先 甲斐直樹｜ kyoiku@city.date.hokkaido.jp
スケットボール協会主催のリーグ戦に参加しています。
活動場所 伊達西小学校 対象 クラブチームとして活動し
ているため、バスケットボールが好きで継続的に練習
--------------------------------------------------------------------------------------------

Dated-DAM'S（でいてぃっど

だむず）

バスケットボールの経験、年齢・性別を問わず楽しく長
く一緒にバスケットボールができればと思っています。
基本的に社会人のチームではありますが、親子での参加
も歓迎しています。一度見学・体験練習に来ていただき、
一緒にバスケットボールをしましょう！ ※見学・体
験・入会は年間を通していつでも受付しております。
活動場所 光陵中学校体育館 対象 基本的に年齢性別問わ
ず。高校生は親の同意、中学生以下は親同伴。
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人数 約 25 名（男性 22 名。その内高校生 4 名、中学生
以下 4 名、女性 3 名）
日時・頻度 週 1 回（火曜日）19:00～21:00
会費 年会費一家族 5,000 円、下期（10 月）からの入会
は 3,000 円（任意で別途スポーツ保険 1,850 円・中学生
以下 800 円）
連絡先 名取貴由紀

バドミントン
-------------------------------------------------大滝基幹集落センター 対象 小学生 人数 4 名
週 2 回（火・金曜日） 会費 月 1,000 円
連絡先 宇井尚｜ uipoko@icloud.com

大滝バーディーズ★ジュニア

活動場所

日時・頻度

（おおたきばーでぃーず★じゅにあ）

小学生対象のバドミントン少年団です。年間約 6 回の
大会で上位を目指して、楽しく、時に厳しく練習に励
んでいます。現在、2～6 年生の 10 名で活動しています。
--------------------------------------------------------------------------------------------

大滝基幹集落センター 対象 中学生以上
週 1 回（金曜日）
大会・発表の場 大滝区内スポーツ大会 会費 1 回 200 円
連絡先 塚田明美

大滝バドミントン愛好会

活動場所

日時・頻度

（おおたきばどみんとんあいこうかい）

笑いの絶えない楽しくアットホームな団体です。初心
者、経験者も大歓迎ですのでバドミントンの好きな方
ぜひ遊びに来てください。
-------------------------------------------------------------------------------------------きるような体制にはなっていませんので、参加希望の方
伊達市バドミントン協会
はあらかじめご了承ください。見学は自由です。
（だてしばどみんとんきょうかい）
活動場所 市総合体育館 対象 バドミントンに興味のある
毎週水曜日・木曜日に市の総合体育館を協会として借り
方は一度ご連絡ください 人数 10〜30 名
ています。サークルではないので、各自、練習したい人
日時・頻度 週 2 回（水・木）19：30〜21：30
たちが自主的に集まって練習しています。シャトル・道
大会・発表の場 年に数回、総合体育館で大会を開催
具などは各自で準備してください。練習終了後、200 円
会費 会場使用料 1 回 200 円
を使用料として集めています。その時によって集まる人
連絡先 井村亮平 ｜datebado2@yahoo.co.jp
数も違うので、例えば、初心者の方がきてすぐに対応で
-------------------------------------------------------------------------------------------市総合体育館 対象 小学生 人数 約 30 名
月曜日、水曜日、金曜日
大会・発表の場 室蘭地区バドミントン協会主催大会、自
伊達市内の小学生であればどなたでも参加可能です。
己主催大会など 会費 原則月 1,500 円（都度、大会出
人数が増えて新規の募集を停止することがありますの
場の費用などの負担もあります）
で、興味のある方はあらかじめ代表にご確認をお願い
連絡先 小笠原正光｜ gassa@ams.odn.ne.jp
します。
https://date-badominton.jimdofree.com
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 市総合体育館（サブアリーナ）
伊達シャトル同好会（だてしゃとるどうこうかい）
対象 バドミントンに興味のある社会人の方 人数 15 名
健康増進のためゲームを中心にバドミントンを楽しむ
日時・頻度 週 2 回（火・金）９：３０～１２：００
サークルです。サークル活動を通じ、会員の親睦をは
会費 月 1,000 円 連絡先 髙野池一則
かっています。

伊達市バドミントンスポーツ少年団

活動場所

日時・頻度

（だてしばどみんとんすぽーつしょうねんだん）

インターネットでも見られます
北海道 移住定住 西いぶり
nishiiburi.jpn.org

伊達市ホームページ
city.date.hokkaido.jp

団体に連絡がつかない、直接は連絡しにくい場合は私たちにご相談ください

✉datecomu@dcpc.jp

☎ 0142-25-6504

発行者：北海道伊達市企画財政部企画財政課

／ 制作・編集（問合せ先）
：
（株）伊達観光物産公社 コミュニティ推進室
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バレーボール・ミニバレーボール
--------------------------------------------------------------------------------------------

長和小体育館
ママさん、社会人（女性、年齢制限無し）
週 1 回の練習ですが、出席率が高く楽しく活動していま
人数 16 名 日時・頻度 週 1 回（火）
す。シニアチームと若い部員を中心とした両方の良さ
大会・発表の場 年間 8～10 回程度の大会に参加
を兼ね備え、30～70 代のメンバーで構成されています。
会費 月 1,000 円 連絡先 廣内敏子
-----------------------------------------------------------------------------------------を楽しみたい方 人数 9 名 日時・頻度 週 1 回（火）
関内 PEACE（せきないぴーす）
大会・発表の場 年に数回、大会に出場。（主に伊達市で
みんなで楽しくバレーボールをしています!! 現在 9 名の
開催されるもの。レディースバレーボール大会等）
会員で活動しており、一緒に楽しく練習できる方、随
会費 月 500 円 連絡先 赤間由紀
時募集しています!!
活動場所 関内小体育館 対象 女性。楽しくバレーボール
-------------------------------------------------------------------------------------------育館、まなびの里体育館等 対象 小学生以上
伊達市バレーボール協会
日時・頻度 各チーム週 2 回 大会・発表の場 大会：一般
（だてしばれーぼーるきょうかい）
（年 3 回）、ママさん（年 4 回） 会費 各チームにより
各チームが、それぞれ練習に励み大会への出場を目指
異なります 連絡先 福澤範子
しています。 活動場所 市内小・中学校体育館、市総合体

エラーズ（えらーず）

活動場所
対象

-------------------------------------------------------------------------------------------感謝の気持ちをもって活動をしていきたいです。
伊達レモンズバレーボール少年団（だてれも
活動場所 主に伊達小体育館で週に 3 回活動しています
んずばれーぼーるしょうねんだん）
対象 小学生 人数 約 15 名 日時・頻度 週 3 回（月・水・
私たち伊達レモンズは、伊達小体育館で週 3 回バレー
金）、他に土・日は大会など 大会・発表の場 年回 10 回
ボールの練習に汗を流しています。バレーの他にも地
域のゴミ拾いなどの奉仕活動も積極的に行っています。 程度、大会に参加 会費 団費として月 1,500 円の他、
スポーツ保険代など 連絡先 八木沼好子
大会や宿泊遠征などで仲間と共に過ごす時間が多いの
yoppikko@gmail.com
で、自然と仲間を大切にする気持ちが芽生え、子ども
同士とても仲が良いです。これからも周りの人達への
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 市総合体育館 対象 年齢・性別を問いません
ラウディークラブ（らうでぃーくらぶ）
人数 12 名 日時・頻度 週 2 回（火・金）19：30〜21：30
伊達市を中心に伊達近郊の社会人でバレーボールを楽
大会・発表の場 協会長杯、協会結成記念大会
しんでいます。男子チーム女子チームに分かれ市の大
会費 月 1,500 円 連絡先 岩倉豊｜ ebo8matu@gmail.com
会を中心に活動しています。初心者も、気軽に参加し
てください。
-------------------------------------------------------------------------------------------人数 12 名 日時・頻度 週 2 回（火・金）19:30〜21:30 大
伊達若草（だてわかくさ）
会・発表の場 例年、伊達市のバレーボールの大会や全道
伊達若草は現在、20～50 代と幅広い年齢層のメンバー
につながる予選会に参加しています
でバレーボールを楽しんでいます。毎週火・金曜日午
会費 月 1,500 円（スポーツ保険料 1,850 円、登録料が別
後 7 時半から 2 時間汗を流しています。初心者・経験者
途かかります） 連絡先 竹内弥生
問わず、バレーが好きな女性の方お待ちしております。
活動場所 市総合体育館 対象 バレーボールが好きな女性の方

伊達政宗ダンガンズバレーボール少年団
（だてまさむねだんがんずばれーぼーるしょうねんだん）

平成 15 年男子バレーボール少年団を旗揚げ。政宗ダン
ガンズは、楽しむ、頑張る、そして、そこに強くな
る！ が加われば良しと考えています。スポーツを通し
てたくさんの事を経験してもらいたいと思っています。
現在は男女混合チームとして活動中です。
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水金：西小、月：伊達小 対象 小学 1 年生から
中学 3 年生までの男女 人数 10 名 日時・頻度 週 3 回
16：30-19：00 大会・発表の場 伊達市、室蘭市バレーボ
ール協会主催の大会はもちろん、各地方の試合にも出
場しています。 会費 月 1,500 円
連絡先 神洋平｜youpei30@yahoo.co.jp
活動場所

稀府小体育館 対象 成人女性 人数 10 名
週 1 回（水）19：00〜21：00
（まれっぷばれーぼーるぶ ぐれいつ）
大会・発表の場 胆振西部大会（5 月、9 月、10 月）、近
バレーボール好きな人達が集まって活動しています。
隣地域大会（12 月） 会費 年 3,000 円
新しい方大歓迎です。
連絡先 栗橋恵美子
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 月：光陵中体育館、金：伊達西小体育館
朝風（あさかぜ）
対象 20 代～60 代の女性 人数 10 名
大会を励みに、20 代から 60 代のメンバーで活動中。3
日時・頻度 週 2 回（月・金） 大会・発表の場 年 5 回位
月の大会は、山下町の住人を募集します。
会費 月 1,000 円 連絡先 伊勢八重子
-------------------------------------------------------------------------------------------験はないけど身体を動かしたい方など、一緒にバレー
北星体育振興会バレーボール部
で青春しよう！
（ほくせいたいいくしんこうかいばれーぼーるぶ）
活動場所 月：光陵中体育館、木：伊達西小体育館
北星バレーボール部は、北星体育振興会を拠点に活動
対象 20 才以上の女性 人数 9 名 日時・頻度 週 2 回（月：
しておりますが、知人を通じた仲間や仕事と家庭を両
光陵中、木：西小）19：00〜21：00
立している子育て中の部員が多いです。時には中高生
大会・発表の場 トリムバレーボール大会（2 月）、300 歳
の子どもたちとミニゲームなどをしながら日々練習に
バレーボール大会、レディースバレーボール大会（3
励んでいます。トリムバレーやレディースバレー、300
月）他 会費 年 3,000 円 連絡先 小野一仁
歳バレーなどの大会で頑張っています。現在部員募集
ono717113@i.softbank.jp
中です。学生時代にバレーをやっていた方、バレー経

稀府バレーボール部（グレイツ）

活動場所

日時・頻度

--------------------------------------------------------------------------------------------

ZER0'Z（ぜろっず）

対象 ACP(2 歳～12 歳）／Jr.（小学生）／youth（中学高
校大学生）／Earth（年齢無制限）
人数 ACP12 名／Jr.12 名／youth18 名／Earth13 名
日時・頻度 週 4 回 大会・発表の場 ジュニア(前年度実績)
～伊達市、室蘭市新人戦、夏季大会、NHK 杯、会長杯、
八雲町大会、釧路ドリーム杯、北斗トップリーグなど。
ユース～ヤングバレーボール大会、櫻田杯、ビーチバ
レー大会、茨城国体(茨城)、マドンナカップ全国大会
(愛媛)、ビーチジャパンジュニア全国大会(大阪)など。
会費 ACP：月 3,000 円、ジュニア：月 3,500 円、ユー
ス：月 2,500 円、高校生以上は大会費などその都度。
連絡先 工藤望美｜non.chan.non@gmail.com
https://fb.com/ZER0ZVB

ZER0'Z はバレーボールを通して将来、社会で生きてい
く上で必要な「人間力」を育てることを第一の目的と
しているチームです。チームが一つの大きな家族とな
り選手の心と体を育て、家族も指導者も選手と共に成
長します。世界標準を意識した選手育成・チーム作り
を目指すとともに、幼児から小学生を対象に子どもの
発達段階に合わせた ACP も定期で活動しています
活動場所 カテゴリーによって変わりますが、主に長和
小学校体育館、伊達中学校体育館での通常練習。夏季
はビーチバレーする選手は豊浦や石狩、旭川などのビ
ーチに出掛け、練習がない日は登別のジムでトレーニ
ングも行っています。
-------------------------------------------------------------------------------------------ら楽しんでいます。活動時間内であれば好きな時間に
エクセル MV（えくせるえむぶい）
参加で OK。随時部員を募集しています。
ミニバレーボールはボールがやわらかくネットが低い、
活動場所 市総合体育館 対象 年齢・性別を問いません
さらにボールと運動靴さえあればプレーできるという
日時・頻度 週 1 回（木）9：45〜11：45 会費 月 200 円、
ことから老若男女、誰でも気軽に参加できるスポーツ
スポーツ保険料として年 1,800 円（年齢によって変わ
です。健康第一、若さを保つよういつも皆で笑いなが
ります） 連絡先 中野豊子
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 市総合体育館 対象 20 代～50 代の男女
BarBies（ばーびーず）
人数 20 名 日時・頻度 週 3 回（月・水、土又は日）19：
やわらかいトリムバレーボールを使い、４人制でプレ
30～21：30 大会・発表の場 伊達ミニバレーボール協会
ーします。ネットの高さは 2m、バドミントンのコート
の大会、市民大会、室蘭ミニバレーボール協会の大会
を使います。大会では女子の部と混成の部があり、老
会費 一回 100 円 連絡先 佐藤亜矢子
若男女が楽しめるスポーツです。好きな曜日に活動参
ayanosuke-pp@docomo.ne.jp
加。20 代から 60 代の男女がいます。
http://blog.musyanavi.com/barbies
-------------------------------------------------------------------------------------------子ども連れでも大丈夫です。活動時間内であれば好き
プレジャーサークル（ぷれじゃーさーくる）
な時間に参加で OK。随時部員を募集しています。
ミニバレーボールとはゴムでできた弾力性のあるボー
活動場所 長和小学校 対象 年齢・性別を問いません
ルを使い、各チーム 4 人でバドミントンと同じ高さの
人数 12 名 日時・頻度 週 1 回（金）19：00〜21：00
2m のネット、同じ広さのコートでプレーするバレーボ
会費 月 300 円、入会初回のみボール代 200 円
ールです。働いている方でも参加できるように夜活動
連絡先 中野豊子
している、ミニバレーボールのサークルです。男女問
わず楽しくバレーをしています。初心者大歓迎です。
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稀府マップス（まれっぷまっぷす）

す。興味のある方はぜひ参加してください。若い方、
大歓迎です！ 活動場所 稀府小体育館 対象 18 歳以上
人数 20 名 日時・頻度 週 2 回（月・金）19：00〜21：00
会費 月 200 円 連絡先 渡辺和彦
nabekazu.yuuruu1010@yahoo.ne.jp

トリムバレーボールは、バレーボールよりも大きく軟
らかくしたボールを、バレーボールのルールに準じて
ネット越しに打ち合うゲームです。私達は運動不足の
解消を目的に、活発的にみんなで楽しく活動していま
---------------------------------------------------------------------------------------------

大会は、５・７・ 11 月の年３回。その他、
体育協会主催大会が２月に開催 会費 年 1,200～6,000
ミニバレーボールをやっていない人でも興味のある方は、 円（地域によって異なる）、大会参加費 １回 2,000 円
連絡先 佐藤亜矢子 ｜ annapp27@yahoo.co.jp
気軽にお問合せください。見学・体験してみましょう。
http://www.date-mini.com
活動場所 市内各地域 対象 18 歳以上でミニバレーボール
をしたい人 人数 10～30 名 日時・頻度 週 2～3 回
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達ミニバレーボール協会

大会・発表の場

（だてみにばれーぼーるきょうかい）

野球・ソフトボール
----------------------------------------------

OVER PRIDE（おーばーぷらいど）

人数 15 名前後 日時・頻度 4 月～10 月は主に稀府小学校
グランドにて週 4 回（火・木・土・日）※土・日は練習
試合や公式試合あり。11 月～3 月は東小学校体育館・
稀府小学校体育館にて週 4 回（火・木・土・日）
大会・発表の場 各種大会・練習試合
会費 年 30,000 円（月 2,500 円）
連絡先 下田隆 ｜alphatakashi@chime.ocn.ne.jp
https://www.ikz.jp/hp/2019

2019 年に新しく創部された野球少年団です。現在、在
籍中の選手はほぼ全員が未経験者でしたが、それぞれ
が上達し楽しく野球をやっております。学校区域にと
らわれず、幅広く野球の楽しさ・素晴らしさを伝えて
いけたらと思います。部員は随時募集中です。学年・
男女問いません。野球を始めたい子供さん、ご興味の
ある方はお気軽にお問合せ下さい。
活動場所 春～秋：稀府小学校グランド、冬季：東小学
校体育館・稀府小学校体育館場 対象 小学生
-------------------------------------------------------------------------------------------ように指導者、母集団で協力していきたいと思います。
伊達パンダーズ野球スポーツ少年団
活動場所 4～10 月：伊達小グラウンド。11～3 月：関内小体
（だてぱんだーずやきゅうすぽーつしょうねんだん）
伊達パンダーズ野球スポーツ少年団は昭和 58 年に誕生し、 育館（火・木）、伊達小体育館（土・日） 対象 小学生
人数 20 名 日時・頻度 週 3〜4 回（火・木・土・日）
主に伊達小学校に在籍する児童で構成されています。シ
大会・発表の場 年 10 回くらい 会費 年 24,000 円
ーズン中は毎週火・木は練習、土・日・祝は練習試合や
連絡先 相馬英明｜ pandersbbc@yahoo.co.jp
各種大会に参加し、他チームとの対戦を通じて交流を深
ameblo.jp/date-panders
めています。野球というスポーツを通じて礼儀、あいさ
つ、仲間との協力の大切さやスポーツの楽しさを学べる

伊達ブルータイガース（だてぶるーたいがーす）
小学 1 年生〜6 年生の野球少年団です。週 3〜4 回の活
動で、土日は大会や練習試合が中心となっています。
また、11 月〜3 月のシーズンオフも週 2 回（火木）、体
育館で体力づくりを行っています。野球というスポー
ツを通じ、チームワークや友情の大切さを学び「全員
野球」をモットーにスポーツを行う基本”楽しさ”を
根幹にしています。
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活動場所 4～10 月：伊達西小グラウンド、11～2 月：伊
達西小体育館 対象 小学生 人数 20 名
日時・頻度 週 3〜4 回（火・木・土・日）
大会・発表の場 5〜10 月までの各種大会に出場。他に練
習試合もあります。 会費 年 20,000 円 ※途中入団は月
割りで計算 連絡先 大北広幸
hiro.1018.418.nhl@docomo.ne.jp

野球場 対象 市内で活動している軟式野球チーム（高校
生以下は含まず） 人数 10 チーム、約 250 名
日時・頻度 不定期 5〜10 月までの週末
不定期 5〜10 月までの週末 大会・発表の場 伊達選手権
軟式野球大会、道新杯軟式野球西胆振選手権大会
会費 年 25,000 円 連絡先 飯尾敦司
iio.atusi@peach.plala.or.jp

伊達野球連盟（だてやきゅうれんめい）

国民的スポーツである軟式野球の普及・発展と地域ス
ポーツの振興のため野球大会の開催、運営を行ってい
ます。連盟には職場チームや愛好者でつくるクラブチ
ームが加盟、連盟主催の伊達選手権や西胆振軟式野球
連盟主催の大会に出場します。野球チームをお探しの
方は一度お問い合わせください。
活動場所 市営館山野球場、ほくでん伊達スポーツ公園
-------------------------------------------------------------------------------------------長和ジュニアスワローズ（ながわじゅにあすわろーず） 楽しく活動をしています。
活動場所 長和小グラウンド、長和小体育館 対象 小学生
活動は長和小学校グラウンドで週 3～4 回となっており、
人数 11 名 日時・頻度 週 3 回（火木土）。4 月〜10 月は
4 月～10 月の土日は大会と練習試合が中心となってい
土日に大会や練習試合。 大会・発表の場 年間 15 試合程度
ます。また、11 月～3 月の活動は長和小学校体育館で
会費 月 1,500 円 連絡先 山田秀一
火木土の週 3 回となっています。子どもたちは仲良く、
yamahm@chive.ocn.ne.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 市営館山野球場、ほくでん伊達スポーツ公園
西胆振軟式野球連盟（にしいぶりなんしきやきゅうれんめい）
野球場 対象 小学生以上 人数 一般 10、マスターズ、中
西胆振軟式野球連盟は北海道軟式野球連盟 25 支部の 1
学 4、少年 7 チーム。約 600 名 日時・頻度 不定期 5〜
支部で、胆振西部 4 市町を管轄地域とし、各市町の野球
10 月までの週末 大会・発表の場 天皇賜杯、国体、マス
連盟（伊達野球連盟、豊浦町軟式野球連盟、洞爺湖町
ターズ、高松宮賜杯、東日本、知事杯、全日本少年、
軟式野球連盟、壮瞥町軟式野球連盟）を下部組織とし、
全日本学童 会費 一般：年 21,000 円、中学：年 8,000
下部団体として西胆振少年野球連盟が加盟しています。
円、少年：年 5,000 円 連絡先 飯尾敦司
活動は天皇賜杯等大会を開催し、北海道大会へチーム
を派遣し、また、北海道大会の開催も行っています。
--------------------------------------------------------------------------------------------

西胆振ベースボールスクール

伊達市館山野球場他 対象 主に中学３年生
指導者 4 名、中学生 15～20 名 日時・頻度 週４～5
日（冬季間 1～2 日） 大会・発表の場 全国都道府県対抗野
球大会、北海道知事杯、ＺＥＴＴ杯中学野球大会
会費 年 10,000 円、ユニフォーム・遠征費等は別途
連絡先 飯尾敦司｜iio.atusi@peach.plala.or.jp
活動場所
人数

（にしいぶりべーすぼーるすくーる）

西胆振 4 市町で、中学校の野球公式戦を終了した３年
生や野球部のない中学校の生徒を対象に、高校野球へ
の橋渡し、野球技術の向上を目的に活動を行っていま
す。大会には、軟式から硬式への架け橋となる KWB ボ
ールを使用した大会を中心に出場します。
----------------------------------------------------------------------------------

舟岡アトムズ（ふなおかあとむず）
小学生の野球チームです。3 月末～10 月は土日に公式
戦、練習試合、レクレーションなどがあります。冬季
は東小体育館で、19 時～21 時まで練習をしています。
野球を通じて、いろんなことを学んでほしいと思って
います。野球好きな市内在住の小学生を幅広く募集し
ていますので、ぜひ一緒に野球を楽しみましょう。
活動場所 3 月末～10 月末：舟岡公園グラウンド、11 月
～3 月：東小体育館 対象 小 1〜小 5、小 6 の経験者
人数 20 名 日時・頻度 週 3 回位。春～秋： 火・水・金、

冬季：月・水・金、大会・練習試合：土日。
大会・発表の場 練習試合 15 試合くらい、公式戦 10 大会
くらい、新人戦 3 大会くらい、その他 U10 の大会や年
数回のレクレーションなどがあります
会費 4 期合計 年 24,000 円、ユニフォームリース代
5,000 円、道具代(各自用意)、団内各行事の会費、遠征
費(全道大会等)、大会参加費などは年会費の中から支出
します
連絡先 横山雅巳｜ pancyoman-dorufin@docomo.ne.jp

インターネットでも見られます
北海道 移住定住 西いぶり
nishiiburi.jpn.org

伊達市ホームページ
city.date.hokkaido.jp

団体に連絡がつかない、直接は連絡しにくい場合は私たちにご相談ください

✉datecomu@dcpc.jp

☎ 0142-25-6504

発行者：北海道伊達市企画財政部企画財政課

／ 制作・編集（問合せ先）
：
（株）伊達観光物産公社 コミュニティ推進室
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水泳など
-------------------------------------------------------------------------------------------励ましあって過ごすことで心も体も成長できます。
伊達スイミングスポーツ少年団
活動場所 市総合体育館（温水プール） 対象 小学生・中
（だてすいみんぐすぽーつしょうねんだん）
学生・高校生 人数 20 名 日時・頻度 水、金、土曜日
顔を水につけられない小さなお子さんの水慣れから、ク
の 17 時 30 から 19 時 30 分まで練習
ロール、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライの 4 泳法を泳げる
大会・発表の場 市総合体育館の温水プールや室蘭・登別
ようになるまで、指導員の資格をもっている優しいコー
チが、その子のペースに合わせて個別に教えてくれます。 など含め、年に 10 回ほど大会があります。参加は本人
の希望により自由です。 連絡先 吉嶋由佳
年齢の違うお友達と一緒に練習したり、目標に向かって
yy0011091051@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------大切にしています。
伊達婦人スイミングサークル
活動場所 市総合体育館（温水プール） 対象 女性
（だてふじんすいみんぐさーくる）
人数 約 17 名 日時・頻度 週 2 回（火・木）14:00～15:00
60 代以上を中心に会員 20 名程度です。自分で泳ぐ距離
会費 月 1,000 円 連絡先 伝法由紀恵
を決めている人、歩きながらお喋りする人、それぞれ
です。体力向上・体力維持が目的です。また、親睦も
-------------------------------------------------------------------------------------------ンバっています。活動は年中。体験、見学気軽に来て
水中ウォーキングサークル“水中華”
ください。皆様のご参加をお待ちしております。
（すいちゅううぉーきんぐさーくる すいちゅうか）
活動場所 市総合体育館（温水プール） 対象 男女問わず、
先生の指導のもとに活動しています。「アクアエクサ
泳げなくても水中で体力に合わせて、健康増進のため
サイズ」（ウォーキング、ダンス）などの軽い水中運
に活動したいと考えている方。 人数 定員 45 名
動です。会員の健康、友好を目的に楽しく運動してい
日時・頻度 週 2 回（火・金）12：30〜14：30
ます。幅広い年代の方にも無理なく参加していただけ
会費 入会金 500 円、月会費 3,000 円
ます。ある年齢に達すると、水着を着ることに抵抗が
連絡先 高橋千尋
ありますが、みんなで着ると怖くないという気持でガ

武道・格闘技
ABENIR KALIS MAHARLIKAN MARTIAL ARTS
（あべにるかりふぃりぴんぶじゅつ）

アベニル・カリ・フィリピン武術は、フィリピンの格闘
技です。元々は武器を用いた伝統武術（ボロ、スティッ
ク、ナイフ）の保存と育成を目的としていましたが、今
では効果的な護身術として発展しています。稽古では
「武装していない状況で、いかに敵から身を守るか」を
テーマに、ナイフ等の武器を奪って相手を押さえ込む練

習に重点を置いています。日常に役立ち、誰でも取り組
むことができますので、是非一緒に楽しみましょう。
活動場所 市武道館 対象 小 3 以上 人数 12 名
日時・頻度 週 1 回（土）19：00〜21：00
会費 大人：月 1,000 円、高校生：月 300 円、中学生：月
300 円、小学生月 100 円、なかよし親子コース（親子で
入会の場合会費は大人のみ）：月 1,000 円
連絡先 サントス｜gillysantos64@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

大東流合氣柔術幸清会
（だいとうりゅうあいきじゅうじゅつこうせいかい）

大東流合氣柔術の稽古と、護身術教室を開催しています。
活動場所 市武道館 対象 小学生以上 人数 子ども 10 名、
大人 5 名 日時・頻度 週 1 回（火）19：30〜21：00
大会・発表の場 強化合宿、新年稽古始め
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会費 【入会金】小学生 1,000 円、中〜大学生・一般
2,500 円 【月謝】小中学生 700 円、高校生 1,500 円、大
学生・一般 2,500 円、以降段位による
連絡先 平田賢弘｜ santacherry1972@gmail.com

幼児から上は、年齢・性別を問いません
約 10 名 日時・頻度 原則週 1 回（水曜日）19:30～
（こくさいからてどうれんめい きょくしんかいかん だてどうじょう）
大会・発表の場 各全道大会、全国大会、国際大会へ出場
国際空手道連盟 極真会館北海道胆振支部の伊達道場
会費 会館規定による 連絡先 齋藤信一
です。老若男女を問わず、一緒に楽しく、時には厳し
info@kyokushin-iburi.org
く稽古に汗を流しています。 活動場所 稽古場所は、市武
http://www.kyokushin-iburi.org
道館第 2 格技場。その他演武は、近隣地域。
-------------------------------------------------------------------------------------------日時・頻度 週 2 回（水・日） 大会・発表の場 全道・空手大会
総合空手坂井塾（そうごうからてさかいじゅく）
会費 【入会金】5,000 円 【月会費】中学生まで：4,000
フルコンタクト、関節技を主体とした空手、他に受け
円、高校生～大学生：5,000、大人 6,000 円
身の体操も取り入れています。極真空手の大会に年 3 回
連絡先 坂井猛志｜seiryu.ichimon@gmail.com
出場しています。
https://www.seiryu.jp/karate
活動場所 坂井会館 対象 4 歳以上 人数 15 名

国際空手道連盟 極真会館 伊達道場

対象
人数

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達剣道・伊達網代道場剣道スポーツ少年団
（だてけんどう・だてあじろどうじょうけんどうすぽーつしょうねんだん）

市武道館 対象 年中～小学生～中学生
約 30 名 日時・頻度 月～水（18:00～20:00）、木～
土（18:00～21:00）、日（8:30～11:00）
大会・発表の場 令和元年は小学生、中学生共に北海道大
会優勝。その他スポーツ少年団、道場連盟、各種大会
に入賞、優勝多数。 会費 伊達剣道：月 2,000 円/1 世帯
（後援会費として）。網代道場：月 1,200 円/1 名（父母
会費として）。 連絡先 花田修幸
活動場所
人数

伊達剣道 JSC は、剣道の基本となる稽古が中心で幼児
から中学生までが活動しています。楽しく、感謝の気
持ちを大切に指導しています。伊達網代道場 JSC は上
達の目安を図るため、大会への参加、入賞を目標に、
基本からさらに応用を含め「やるぞ全道優勝！ めざせ
日本一！」を合言葉に、日々活動しています。指導
者・父母・剣士の三位一体にて頑張っています。
-------------------------------------------------------------------------------------------す。初心者、経験者を問わず剣道をやってみたい方は
伊達剣道連盟（だてけんどうれんめい）
ご連絡ください。
伊達剣道連盟の正会員は、剣道及び居合道有段者の社
活動場所 市武道館 対象 小学生以上 人数 約 100 名
会人 70 余名ですが、傘下に伊達網代道場・東剣道直心
日時・頻度 月～金（18:00～20:00）、土日（スポーツ少
館・伊達剣道スポーツ少年団の小中学生及び伊達開来
年団活動） 大会・発表の場 近隣及び道内外の大会
高校の剣道部があります。小中学生はほぼ毎日、高校
会費 年 6,000 円、4 段以下の女性年 3,000 円
生はそれぞれの学校において練習に励んでいます。会
連絡先 花田修幸
員は、特に、小中学生の指導も兼ねて練習をしていま
-------------------------------------------------------------------------------------------が、幅広く取り組んでいます。見学や体験もできます
伊達剣道連盟居合道部会
ので、希望される方は、事前に連絡をしてください。
（だてけんどうれんめいいあいどうぶかい）
活動場所 市武道館 対象 幼児以上 日時・頻度 週 1 回
居合とは、刀を使う武道です。刀を使い、形を稽古す
大会・発表の場 大会と審査あり 会費 初心者：年 1,000
ることを通して、先生に対する礼儀、道場や物への感
円、初級以上：4,000 円＋α
謝の心、そしてルールやマナーを守る意識が育ち、精
連絡先 田渕俊彦
神修養になります。下は幼稚園児から 80 歳位の方まで
-------------------------------------------------------------------------------------------高潔・品格を守れる柔道家を育成できるように、子ども
伊達柔道スポーツ少年団
たちの個別性を捉えた指導を行っています。
（だてじゅうどうすぽーつしょうねんだん）
伊達柔道スポーツ少年団は、柔道を通じ、相手を尊重し、 活動場所 市武道館 対象 幼稚園年長、小中学生
人数 25 名 日時・頻度 週 3 回 大会・発表の場 年 5〜6 回
お互いに協力して、助け合って、自分も相手も、ともに
会費 年 16,000 円(1 期～4 期・各 4,000 円)
向上できるように活動しています。また、礼節・自立・
連絡先 平野綾一
-------------------------------------------------------------------------------------------ことができます。どのような競技なのかを知るために、
伊達地区弓道連盟（だてちくきゅうどうれんめい）
大会や練習を見学することができます。また、経験
弓道は、心と技、体を鍛える日本の武道です。当連盟
者・初心者を問わず会員を募集しています。
は、弓道の普及・発展のために弓道指導、弓道大会の
活動場所 伊達開来高校弓道場 対象 高校生以上で弓道に
開催、弓道講習会等の活動を行っています。大きな大
興味のある方 人数 19 名 日時・頻度 週 2 回（月・木）
会は、市総合体育館に仮設弓道場を設置して、また日
19：00〜21：00 大会・発表の場 南部地区弓道連盟(胆
常の練習は、伊達開来高校弓道場を借用し、週 2 回の練
振・日高)各種大会、伊達地区弓道連盟主催の大会等
習を行っています。弓道は年齢を問わず、静かな練習
会費 年 5,000 円 連絡先 浅水昭壽
環境の中で心と体を鍛える生涯スポーツとして続ける
--------------------------------------------------------------------------------------------
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一緒に発表会も行います。
活動場所 市武道館 対象 年齢・性別を問いません
人数 約 16 名 日時・頻度 週 1 回（金）10:00～12:00
大会・発表の場 伊達太極拳協会発表会、北海道武術太極
拳連盟交流大会（札幌） 会費 協会費：年 1,800 円、若
さ会費：月 1,000 円 連絡先 置田香

伊達太極拳協会（若さ同好会）
（だてたいきょくけんきょうかいわかさどうこうかい）

太極拳はゆったりした動きと深い呼吸、全身の関節を
緩め、柔和、円滑、自然な動作の全身運動です。時に
は扇や剣などを用い、音楽に合わせ身体の中から気持
ちよくリラックスできるように練習しています。年間
を通じ無料体験（一か月）を実施、洞爺湖、壮瞥町と
--------------------------------------------------------------------------------------------

市武道館第 1 格技場 対象 中学生以上
週 1 回（土）10：00〜12：00
大会・発表の場 室蘭市武術太極拳連盟交流大会（室蘭）、
北海道武術太極拳連盟交流大会（札幌）各大会に年 1 回
連絡先 斎藤とみ子

伊達放鬆の会（だてふぁんそんのかい）

活動場所

日時・頻度

太極拳は、気持ちを落ち着け、力まずゆったりと行う
全身運動です。正しい姿勢で無理なく動けるように、
時には扇や剣などを用い、音楽に合わせ身体の中から
気持ちよくリラックスできるように練習しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------的とし、護身術としても使えます。
少林寺拳法 伊達支部
活動場所 伊達西小体育館 対象 年齢・性別を問いません
（しょうりんじけんぽう だてしぶ）
人数 11 名 日時・頻度 週 2 回（火・木）19～21 時
少林寺拳法は、試合や勝敗を目的とする武道やスポー
大会・発表の場 胆振大会、全道大会、全国大会
ツではなく、自分の可能性を信じ、自分をより所とで
会費 会の運営費、月 500 円。その他、本部への入会金
きる自己を確立する。地域や社会に貢献できる人をつ
等あり 連絡先 宇田善浩｜kanosan0511@yahoo.co.jp
くる。年齢や性別を問わず、心と体を鍛えることを目
--------------------------------------------------------------------------------------------

パラエストラ室蘭 伊達支部

市武道館 対象 格闘技が好きな方 人数 約 10 名
週 2 回（木）20:00～21:30、（日）15:00～
17:00 会費 入会金：3,000 円、月謝：2,000 円
連絡先 森卓也｜moritaku0116@gmail.com
活動場所

日時・頻度

（ぱらえすとらむろらん だてしぶ）

元プロ格闘家（総合格闘技 SHOOTO、バンタム級世界
ランカー）が指導するブラジリアン柔術のアカデミー。

-------------------------------------------------------------------------------------------伊達三ッ和福祉会館 (伊達市錦町 15-3)
対象 ボクシング未経験の方から本格的にやってみたい
方まで、年齢性別を問わずどなたでも歓迎です。気軽
に見学や体験にいらして下さい。 人数 約 15 名
日時・頻度 週 1 回（水曜日または木曜日）19:00～21:00
詳しい予定は伊達ボクシングクラブのブログをご覧く
ださい 会費 1 回 400 円
連絡先 布施祥太｜ shouta-21487655-ww@ezweb.ne.jp
LINE 公式 https://line.me/R/ti/p/3peXMuZBkq
http://blog.mushanavi.com/dabx/

伊達ボクシングクラブ（だてぼくしんぐくらぶ）

活動場所

ボクシング未経験の方から本格的にやってみたい方ま
で、高校ボクシング部出身のコーチ（今も大会出場
中）が丁寧に教えてくれます。活動はスパーリング
（試合形式の練習）はやらずに、ミット打ちやシャド
ーボクシング中心なので無理せずに楽しく続けられま
す。ミットやグローブなどはこちらで準備しているの
で特別に買う必要はありません。ダイエットや運動不
足解消、ストレス解消にも最適。一緒に汗を流してス
ッキリしませんか？ 参加希望はブログにコメントを入
れるか直接ご連絡ください。
--------------------------------------------------------------------------------------------

インターネットでも見られます
北海道 移住定住 西いぶり
nishiiburi.jpn.org

伊達市ホームページ
city.date.hokkaido.jp

団体に連絡がつかない、直接は連絡しにくい場合は私たちにご相談ください

✉datecomu@dcpc.jp

☎ 0142-25-6504

発行者：北海道伊達市企画財政部企画財政課

／ 制作・編集（問合せ先）
：
（株）伊達観光物産公社 コミュニティ推進室
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スポーツその他
-----------------------------------------------

イブリジニー（いぶりじにー）
伊達、登別、室蘭、洞爺を中心に胆振地方で活動して
いる市民ランニングチームです。とにかく走ることが
大好きで、自己の目標に向かってみんなで走ったり、
少しでも胆振地方のことを知ってもらうことを目的と
して走っています。いろいろな年齢、走力の人が参加
し、楽しく活動しています。まずは一緒に楽しく走り
ましょー！
活動場所 登別、室蘭、伊達、洞爺を中心に胆振地方全般
---------------------------------------------------------

GUARD RUNNERS（がーどらんなーず）

年齢や性別は問わず、走ることが好きな人
20～30 名 大会・発表の場 伊達マラソンをはじめ、
洞爺湖マラソンや北海道マラソン、地域のローカルマ
ラソンや駅伝大会にも積極的に参加し、少しでも胆振
地方を知ってもらおうと走っています。 会費 無し
連絡先 代表（イブ長）
sake_nomisugi_kinsi52@yahoo.co.jp｜ http://iburijini.site
https://fb.com/iburijini
対象
人数

出てきますのでそちらもご覧ください）
活動場所 伊達、洞爺、室蘭など西いぶりを中心に、メ
ンバーの居住エリアで個々に活動 対象 西いぶりにお住
まいか勤務している、18 歳以上でランニングやウォー
キング、散歩、サイクリングなどをしながらの地域の
防犯に関心のある方 人数 約 50 名 日時・頻度 普段は
個々に活動 会費 無し
連絡先 小名宏｜ trout-hunter-0507@i.softbank.jp
https://www.instagram.com/guard_runners

2018 年 8 月に立ち上げた、ランニングやウォーキングを
しながら地域の防犯に取り組んでいるボランティアグル
ープです。メンバーはガードランナーズの腕章をつけて
ランニング時などに子どもや女性、高齢者の方々の安全
を見守り、必要に応じて警察との情報交換などもおこな
っていきます。より広い視野で見守り活動が必要なため
メンバーを募集中です。興味のある方はぜひ一度ご連絡
ください。（「ガードランナーズ」で検索すると室蘭民
報さんや北海道新聞さんに書いていただいた紹介記事が
-------------------------------------------------------------------------------------------ムの展開に一発大逆転もあり、楽しくプレイしています。
伊達スリーエイ同好会（だてすりーえいどうこうかい）
体験は初回無料です。お気軽に申し込みください。
スリーエイは、Anytime（いつでも）、Anywhere（どこ
活動場所 コミュニティーセンター白鳥館、市総合体育館
でも）、Anybody（誰でも）の 3 つの頭文字をとって 3A
対象 年齢・性別を問いません 人数 約 20 名
と名づけられた、簡単に誰でも楽しめるスポーツです。
日時・頻度 月 2 回 大会・発表の場 北海道大会・会長杯など
金枠のフレームに囲まれたサークルに狙いを定めてパー
会費 年会費 1,000 円、参加費 200 円
クゴルフのボールをクラブで打ち、4 個のボールの止ま
連絡先 桑原繁夫｜ kuwashige@titan.ocn.ne.jp
ったところの合計点数を競います。ビリヤード、カーリ
ングのように他のボールを利用するのもありです。ゲー
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 市総合体育館サブアリーナ A 面
RABBIT-CLUB（らびっとくらぶ）
対象 性別・年齢問わず、地域交流・親睦を目的とした
市体協の呼び掛けでテニポンの講習に参加。指導員
方を対象。 人数 会員 35 名（男 6 名、女 29 名） 毎回
（様似町教育委員会）による数回の講習を受講。平成
20 名ほど参加 日時・頻度 毎週２回（月・木）15～17 時
23 年 4 月、受講者数名にて RABBIT-CLUB を立ち上げ、
例会 会費 月 500 円 連絡先 中島繁
以後、50 代～70 代相互の親睦と体力向上を目的に活動
chiro.2019.06@icloud.com
しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------に流しませんか。 活動場所 主に市内および周辺市町村の
伊達歩くスキー協会（だてあるくすきーきょうかい）
コース 対象 年齢・性別を問いません 人数 40 名
日々健康に関心を持ち、冬の歩くスキー(毎週土曜または
日時・頻度 冬 週 1 回、夏 月 2 回
日曜日の午前中)を中心に体力の向上と会員相互の親睦を
大会・発表の場 各種スキー大会への参加 会費 年 1,000 円
深めることを目的とした会です。夏場は 1,500m 以下の易
連絡先 早川直志｜ misutoraru.hiroe3547@gmail.com
しい山を中心に登山なども楽しんでいます。夏場、冬場
LINE ID step3547
だけの参加でも構いません。気持ちの良い汗をいっしょ
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活動場所 伊達近隣の低山をメインに、道内、東北の
山々をフィールドに活動しています。 対象 年齢・性別
男女比は男性 10 名、女性 22 名の構成で会山行は元気な
問わずだれども加入できます。男性大歓迎 人数 会員
女性の参加が多いです。春から秋は月 2 回程山登りを楽
32 名 日時・頻度 シーズン通して年間１８回の会山行を
しんでいます。1 月～3 月の厳冬期は月 1 回程、スノー
楽しんでいます。参加者は１２～１５名位です。会員
シューで冬の山に分け入り、この時期ならではの素晴
の年齢は６０才台～７０才台がメインで平均年齢は６
らしい樹氷に歓声が上がります。当会高齢者が多く
８才です。 会費 会費：年間 2,000 円。山岳保険（又は
「ゆっくり・楽しく・安全に」をモットーに活動して
類似するも）の加入が入会の必須条件です。山に行く
います。毎月第一水曜日の午後 6 時 30 分からカルチャ
費用は参加人数での実費負担。
ーセンタで例会を行っています。
連絡先 安田一厚｜ kazmt-1945@ad.wakwak.com
-------------------------------------------------------------------------------------------一度ゲレンデへどうぞおいでください！
伊達スキー連盟（だてすきーれんめい）
活動場所 オロフレスキー場、北湯沢運動公園、ルスツ
当連盟は基礎スキー、クロスカントリースキーの普及・
スキー場 対象 就学前児童（ただし年長児）から上限年
発展による地域活性化を目指し、キッズから高齢者まで
齢制限はなし。ただし自力で用具脱着および歩行ので
幅広く冬季スポーツの楽しさを味わってもらうために教
きる方 人数 約 100 名/日 日時・頻度 土、日曜日（時々
室を開いており、同時にその上達度を確認できる検定会
祭日） 大会・発表の場 検定日はシーズン２回
も行っています。お子さんだけでなく多くのお父さん、
会費 小学生 1,000 円/シーズン、中学以上 2,000 円/シー
お母さんの参加をお待ちしています。その他、より専門
ズン 連絡先 上田文勝｜ fumin@sea.plala.or.jp
的な技術の習得を求める方には準指導員養成講習があり、
毎年数名の 1 級取得者がチャレンジしています。皆さん、
-------------------------------------------------------------------------------------------ングを始めてみませんか？
NPO 法人 伊達市カーリング協会
活動場所 伊達カーリング場(旧関内小敷地) 対象 対象者
（えぬぴーおーほうじんだてしかーりんぐきょうかい）
制限は無し。ただし、活動(リーグ戦)が夜なので、お子
伊達で年齢を問わず簡単に楽しむことができる冬季の
さんは保護者同伴とします。 人数 正会員約 20 名
スポーツのカーリング。伊達協会では会員自らが天然
日時・頻度 1 月中旬～2 月中旬（主に平日の夜）
リンクの造成を行い、1 ヵ月強と短い期間ではあります
大会・発表の場 初心者講習会は 1 月下旬
が、氷上のチェスと言われているカーリングを楽しん
会費 日本協会登録をする方：年 10,000 円、伊達協会登録
でいます。初心者講習会を 1 月中旬に行っていますが、
のみの方：年 4,000 円 連絡先 岡野淳
いつでも見学や体験は大歓迎です。初心者でもすぐに
cb750kvt250f@gmail.com
ゲームを行うことができるようになりますよ。カーリ
-------------------------------------------------------------------------------------------活動しています。
伊達フロアカーリング協会
活動場所 市総合体育館 対象 主に 60～80 歳 人数 55 名
（だてふろあかーりんぐきょうかい）
日時・頻度 年間約 50 回 大会・発表の場 大会参加（全国大
平成 24 年に発足した協会で全道・全国大会にも発足以
会、全道大会、民報杯）、主催大会（胆振大会、会長
来参加を続けています。最近は全国大会優勝など、当
杯大会 2 回） 会費 年会費 2,000 円、月会費 500 円。
協会員の技能向上は著しい状況にあります。一方で、
親睦を大切にし、パークゴルフ、新年会なども楽しみ、 大会参加等は、別に参加費が掛かります
連絡先 今井敏男
アットホームで楽しい会です。夏は週 1 回、冬は週 2 回

だて・ビスタリ～山の会（だてびすたりやまのかい）

-------------------------------------------------------------------------------------------伊達市ゲートボール連盟（だてしげーとぼーるれんめい） 季：市総合体育館サブアリーナ 対象 50～80 才
日時・頻度 毎週二回 大会・発表の場 月例大会 12 回、他町
①ゲートボールを通して会員各位の健康状態の確認及
村との親善大会 1 回 会費 年会費 1,000 円
びアドバイス等、②各人の悩みごとの話し合い
連絡先 角田満
活動場所 夏～秋：市営歴史の杜ゲートボール場、冬
-------------------------------------------------------------------------------------------人数 180 名（月例の活動人数は 110～120 名程度） 日
伊達パークゴルフ協会（だてぱーくごるふきょうかい）
時・頻度 月例会（４～11 月）８回の他、全国大会や道
パークゴルフの三つの原則、①自然を大切にするスポ
内の大会に参加 大会・発表の場 （新コロナウィルスの収
ーツ、②三世代交流のスポーツ、③安全で楽しいスポ
束状況により大会数が減る可能性があります。）月例
ーツ、これら三つを大切にパークゴルフの指導・普及
大会（会長杯、納会含む）８回、むろみんカップ、伊
に重点を置いた活動をしています。
達市長杯、胆振西部４市町及び３市（室蘭・登別）の
活動場所 関内パークゴルフ場、まなびの里パークゴル
交流会 会費 年 1,500 円 連絡先 高瀬修
フ場、グリーンファームパークゴルフ場、ふれあいパ
m27937ccc98xy9t@d.vodafone.ne.jp
ークゴルフ場、他 対象 市内在住の男女（年齢問わず）
--------------------------------------------------------------------------------------------
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伊達陸上競技協会（だてりくじょうきょうぎきょうかい）
マラソン大会や陸上競技大会、更には陸上競技教室を
通じて、陸上競技の楽しさを普及しております。また
当協会の会員以外に公認審判員として登録希望される
場合、会費以外に登録料がかかります。初めての方の
登録は、「認定公認審判員」となり、経験年数と大会
への出席実績により、B 級・A 級・ S 級と昇格すること
ができます。なお、競技者登録も認定審判員と同等で

す。公認記録を出したい方は登録が必要です。
活動場所 伊達小グラウンド（夏期）、市総合体育館
（冬期） 対象 小学生（陸上教室） 人数 約 50 名
日時・頻度 週 1 回（水）16：30〜18：00
大会・発表の場 伊達市小学校陸上選手権・室蘭地方陸上
競技大会他 室内陸上競技選手権 会費 年 3,500 円（陸
上教室会費） 連絡先 大倉 ｜ masayusei18@au.com

-------------------------------------------------------------------------------------------フラットホール（伊達市舟岡町）
【ファミリープラス】小学生以上の子ども又は親子
【20 プラス】19 歳以上 人数 【ファミリープラス】各
ウェルネスプラスでは、楽しくカラダを動かして豊か
回 10 名 【20 プラス】各回 10 名（一般枠）、各回 5
な生活のために健康づくりを応援しています。スポー
組（障がい枠） 会費 【ファミリープラス】年会費 3,500
ツを通じて子供達の健やかな成長や大人の健康維持ま
円、1 回 1,000 円 【20 プラス】一般枠：年会費 3,500 円、
であらゆる世代に楽しく運動する機会を提供していま
す。常設施設のトランポリンやボルダリングを活用し、 １回 1,500 円、障がい枠：1 回 1,000 円、別に入会金あり
連絡先 NPO 法人ウェルネスプラス｜ info@wellp-npo.com
障がい者も健常者と同じように生活を豊かにする活動
https://www.wellp-npo.com
（ノーマライゼーション）を地域社会に根付かせてい
ウェルネスプラス公式 LINE アカウント ID: @ixz2724c
くことに貢献します。
--------------------------------------------------------------------------------------------

ウェルネスプラストランポリン＆ボルダリング
（うえるねすぷらすとらんぽりんあんどぼるだりんぐ）

活動場所
対象

体操・ヨガ・フィットネス
ウェルネスプラス 各種体操教室
（うえるねすぷらすかくしゅたいそうきょうしつ）

フラットホール（伊達市舟岡町）、旭町児童
館等、市内各施設 対象 2〜6 歳の親子および 5 歳〜小学
生以上大人（年齢制限なし） 人数 各種クラスによる
大会・発表の場 西胆振地区小学生スポーツ鬼ごっこ大会
（11 月）、スポーツフェスティバル（12 月）
会費 年会費 3,500 円、スポーツ保険 1,000 円（大人
2,000 円）、月会費 4,000 円〜4,500 円（各種クラスによ
る）別に入会金あり
連絡先 NPO 法人ウェルネスプラス｜ info@wellp-npo.com
https://www.wellp-npo.com
ウェルネスプラス公式 LINE アカウント ID: @ixz2724c
活動場所

ウェルネスプラスでは、楽しくカラダを動かして豊か
な生活のために健康づくりを応援しています。スポー
ツを通じて子供達の健やかな成長や大人の健康維持ま
であらゆる世代に楽しく運動する機会を提供していま
す。常設施設ではトランポリンやボルダリングなどを
設置し、子供だけではなく大人も気軽に出来る適度な
運動を継続することを広く周知・推奨しています。運
動の継続や活発な生活活動は生活習慣病の予防にもつ
ながり、自立した生活をより長く楽しめる生活スタイ
ルを応援しています。
--------------------------------------------------------------------------------------------

あうん Do（あうんどぅー）
波打つ脊椎がつくる「身体ムーブデザイン」をシステ
ム化した運動法実践クラブ。脊椎付近から内部循環が
促がされ、体幹バランスが整えられ、心身を癒す「ゆ
らぎ」がもたらされていくことを実感できる運動シス
テムです。同時に、日本古来の身体メソッドの基本中
の基本を身に着けていく体術でもあるため、護身術の
追及も可能。コンセプトの身体化により、「あうんの
呼吸で動き日々生きる」ということが「あうん Do」の
真の目的。
活動場所 東地区コミュニティセンターみらい館
対象 小学生以上老若男女 人数 10 名程度

隔週で行い月２回ペース。伊達：隔週の火曜
日 19：00〜21：00 不定期ですが、土曜日午前中に
開催することもあります。 大会・発表の場 武道の型に相
当するものを、当クラブでは「舞」として表現してい
ます。「あうん武舞」にまとめられ、「壱の舞」・
「弐の舞」・「参の舞」を構成しています。大会等は
ありませんが、何らかの機会があれば、表演という発
表形式もあるかもしれません。
会費 参加費として一回 500 円のみ(チケット制)。
連絡先 岡哲生｜ oka3@eagle.ocn.ne.jp
日時・頻度
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ストレッチサークルフレンド
（すとれっちさーくるふれんど）

口コミで会員が増えていっています。春と秋に散策の
会を開くなどレクリエーションもしています。
活動場所 市武道館 対象 女性のみ 人数 120 名
大会・発表の場 春、秋に散策の会 会費 年 3,000 円
連絡先 八嶋百合子

ウォーミングアップとして、踊りや、中国のラジオ体
操の「練功」、ラジオ体操などをしてから、1 時間程度
ストレッチをします。現在 100 名くらいの会員数で、
--------------------------------------------------------------------------------------------

ソフトエアロビクスサークル
（そふとえあろびくすさーくる）

中央区末永集会所 対象 年齢・性別を問いません
人数 28 名 日時・頻度 月 4 回（火）13：30〜・（水）
10：00〜 会費 月 2,000 円。毎回参加が難しい方は１
回ずつの支払いも可能です。
連絡先 木村洋子｜yoko@tenkachisei.jp
活動場所

平成 15 年に市民講座としてスタートしたエアロビクス
教室。講師に木村洋子先生を迎えています。健康とダイ
エットを兼ねて体を動かし、ストレス発散しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------を身につけさせることをめざしています。
だてキッズ体操クラブスポーツ少年団
活動場所 市総合体育館 対象 4～6 才 人数 40～50 名
（だてきっずたいそうくらぶすぽーつしょうねんだん）
日時・頻度 毎週水曜、月 4 回 会費 スポーツ保険・団
幼児対象の少年団ですので親子で参加としています。
費：月
600 円 連絡先 白戸章久｜sora2@amber.plala.or.jp
活動内容としては、マット運動、跳び箱、鉄棒、トラ
ンポリン等の基本的な運動を通して、いろいろな感覚
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 市民活動センター、または中央区末永集会所
フィットネスサークル T2TAICHI
対象
身体を動かしたい方ならどなたでも歓迎です
（ふぃっとねすさーくる てぃ－つーたいちー）
人数 約 10 名程度
『何歳になっても動ける身体作り』『定期的に運動す
日時・頻度 (火)19:30～、(金)19:00～、都合の良い曜日を
る習慣を』をテーマに週 1～2 回活動をしています。
選んでご参加頂いています
現在は(火)→太極舞、ZUMBA、(金)→キックボクシン
大会・発表の場 運動の習慣づけをメインに活動をしてい
グをメインに行っています。気になるプログラムだけ
ますので、大会等への参加は今のところありません
の参加も OK♪ AFAA 認定インストラクターが指導に
会費 会員は１回 500 円(都度払い)
あたります。
＊夏季、冬季に冷暖房費を月 100 円ご負担をお願いし
その他提供可能プログラム [FATBURN EXTREME]
ています。非会員は１回 700 円
[ヨガ] [ピラティス] [煌伎匠] [天空大河] [骨盤体操]
連絡先 インストラクター Nao
[太極舞] [キックボクシング] [天空大河] [ZUMBA®]
t2taichizumba@yahoo.co.jp
[ZUMBA GOLD®] [ZUMBA KIDS®] [ヨガ] [ピラティス]
https://t2taichi.amebaownd.com
[煌技匠]

まったりフィットネスカラダヨロコ部
（まったりふぃっとねすからだよろこぶ）

中学生～80 代くらい
不定期（月に 5～6 回）
会費 1 クラス 500 円
連絡先 平野慎太郎｜s.hirano@jikeikai.or.jp
https://karadayorokobu-hokkaido.jimdofree.com
https://fb.com/KARADAYOROKOBUNISHIIBURI
対象

日時・頻度

健康な身体作りに取り組みます。ピラティスやフィッ
トネスを通じて姿勢の歪みや身体の使い方を学習して
いきます。ゆる～く楽しく和気あいあいカラダヨロコ
ブ運動で心も身体もリフレッシュしましょう！
活動場所 オンラインレッスンのみの開催
--------------------------------------------------------------------------------------------

3B 体操月曜会（さんびーたいそうげつようかい）
60 代から 80 代まで幅広い年齢層で構成しています。ボ
ール、ベル、ベルタ―を使用する事から頭文字をとっ
て 3B 体操と名付けられた健康体操です。最初にストレ
ッチをして体を慣らしてから道具を使った本体操、そ
して体を元に戻すストレッチで終了します。椅子に座
って手遊び、脳トレ等も行なっております。ゆるやか
な運動ですが、うっすらと汗をかき気持ちよく楽しい
体操です。

活動場所 市総合体育館 1F 多目的室 対象 年齢性別を問
いません（現在 60～80 才） 日時・頻度 毎月曜日 1 カ
月 3～4 回 13:30～15:00 大会・発表の場 創立 50 周年記
念北海道大会が札幌北ガスアリーナ札幌 46 にて開催。
創立 50 周年記念全国大会大阪城ホールにて開催。
会費 参加費１ヵ月 2,000 円、入会金 1,000 円（3B 体操
本部へ登録の為）
連絡先 寺田静枝

インターネットでも見られます
北海道 移住定住 西いぶり
nishiiburi.jpn.org
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伊達市ホームページ
city.date.hokkaido.jp

3B 体操さわやか教室（さんびーたいそうさわやかきょうしつ）

るよう工夫しています。
活動場所 市総合体育館 2F ニュースポーツコーナー
対象 年齢性別を問いません（現在 60～80 才）
人数 10 名 日時・頻度 月４回 大会・発表の場 2020 年は 3B
体操 45 周年記念事業北海道大会が小樽にて開催。「晴
レルヤ」（ホールにて）を発表。 会費 参加費１ヵ月
2,000 円、入会金 1,000 円（3B 体操本部へ登録の為）
連絡先 寺田静枝

3B 体操は独自のボール、ベル、ベルダーという 3 種類
の用具を使用することからその頭文字を取って 3B 体操
と名付けられた健康体操です。活動では、①運動効果
として生活習慣病の予防、改善の為の有酸素運動、②
自立機能の維持・改善の為のバランス運動と筋力づく
り運動、③柔軟性を高める為のストレッチ運動、④心
身のリラックスと認知機能改善の為のあそびの運動、
の 4 つを取り入れて気軽に楽しみながら体操が続けられ
--------------------------------------------------------------------------------------------

3B 体操末永サークル（さんびーたいどうすえながさーくる）
3B 体操独自のボール、ベル、ベルダーによる手具体操。
ストレッチ運動、有酸素運動、バランス運動。
活動場所 中央区末永集会所 対象 男女共 60 歳代

7 名 日時・頻度 週 1 回（金）10：00～11：30
３Ｂ体操 45 周年大会ｉｎ北海道（全道か
ら 500 名出席） 会費 入会金：1,000 円、月会費：
2,500 円 連絡先 笠井美砂子
人数

大会・発表の場

-------------------------------------------------------------------------------------------インド古典ハタヨガサークル サントーシャ 料体験を随時開催し、健康な心身作りを目指していま
す。各クラスあります。随時お試し体験できます。
（いんどこてんはたよがさーくるさんとーしゃ）
2001 年インドで最高指導者賞を受賞したヨガマスター、 活動場所 中央区末永集会所 対象 年齢・性別を問いませ
ん 人数 15〜25 名程度 日時・頻度 (月)(木)１０時から１
スダカーを師とし ヨガをポーズやマットの上に限定
１時半まで 会費 3,000 円。不規則な仕事の方用に回数
する事なしに日常生活を快適に過ごす為に心と身体の
券もあります。 連絡先 木村洋子｜yoko@tenkachisei.jp
バランス保つ為のヨガサークルです。子どもから高齢
者までが簡単にヨガを実生活に活かせる内容です。無
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 中央区末永集会所 対象 6 歳〜15 歳
キッズヨガサークル（きっずよがさーくる）
日時・頻度 週 1 回（火）16：30〜17：30
キッズヨガはヨガの呼吸法、ポーズ練習、ポーズ、心
会費 月 2,000 円。冬季暖房費あり。
を豊かにするお話、身体を使ったゲームなどを通して
連絡先 木村洋子｜yoko@tenkachisei.jp
体力をつけて自分を知り、無限大にある可能性を引き
出せる自分作りを体験するサークルです。
-------------------------------------------------------------------------------------------応えしています。
胆振ヨーガ療法士会 和の風シャンティ
活動場所 胆振ヨーガ療法士会 和の風シャンティ（伊達
（いぶりよーがりょうほうしかい わのかぜしゃんてぃ）
市末永町
101-13） 対象 ご自身の健康管理に興味のあ
本会は、一般社団法人日本ヨーガ療法士学会認定ヨー
る方など、どなたでもご参加いただけます
ガ療法士およびヨーガ教師を中心として、ヨーガ療法
日時・頻度 不定期開催 大会・発表の場 2018.9～2020.2
実習を行う会員から成り、非営利活動に関わる事業活
北海道胆振東部地震 震災ボランティア「かんたんヨ
動を行っています。この会では、ヨーガ療法士および
ーガ体操教室」 会費 年会費無し。参加費は内容によ
ヨーガ教師の勉強会をはじめ、主に胆振地区にお住ま
って異なります 連絡先 砂川圭子
いの一般の方々への健康増進、病気予防のためにヨー
prajnamata@gmail.com
ガ療法の普及・指導を行っております。また、ヨーガ
療法士および教師の企業や医療機関等への派遣にもお
-------------------------------------------------------------------------------------------齢者まで自分のからだに向き合うことがヨガです。い
NPO 法人 沖ヨガ協会 ヨガサークル
つでも無料で体験出来ます。3B 体操も取り入れて行い
（えぬぴーおーほうじんおきよがきょうかい ヨガサークル）
ます。
日常生活の中で心・身・生活すべて 24 時間が生活ヨガ
活動場所 東地区コミュニティセンターみらい館和室
です。変化・バランス・安定です。心・身体のクセ・
対象 年齢・性別を問いません 人数 16 名
ゆがみは自分で作ったものです。意識的に伸ばしたり
日時・頻度 週１回（木）10：00〜11：30
曲がったり、呼吸を取り入れ、自分のからだに聴きな
会費 あり 連絡先 笠井美砂子
がら、無理せず、無駄せず、続けることです。このこ
とを基本にして活動を続けていきます。子どもから高

団体に連絡がつかない、直接は連絡しにくい場合は私たちにご相談ください

✉datecomu@dcpc.jp

☎ 0142-25-6504

発行者：北海道伊達市企画財政部企画財政課

／ 制作・編集（問合せ先）
：
（株）伊達観光物産公社 コミュニティ推進室

26

食・健康
------------------------------------------------------------------------------------------市観光物産館や保健センターで配布を行っています。
伊達市食生活改善協議会
活動場所 市保健センター、各地区コミュニティセンター
（だてししょくせいかつかいぜんきょうぎかい）
など 対象 年齢・性別不問ですが、市が隔年で実施して
「私達の健康は私達の手で」をスローガンに地域の皆さ
いる「考える栄養教室」を受講した方 人数 42 名
んに対し、栄養教室や食に関する行事のボランティアな
大会・発表の場 第２次健康づくり伊達 21 関連事業の協
どを行い、生涯を通じた食育活動を行っています。具体
力・地区栄養教室・幼児、親子、男性の栄養教室
的には第 2 次健康づくり伊達 21 関連事業への協力や地区
会費 年会費 1,500 円。例会（調理材料費１回 400 円）
栄養教室、幼児・親子・男性を対象とした栄養教室を開
連絡先 伊達市健康推進課栄養ケア係
催しています。また、これまでの活動で実践したレシピ
eiyo@city.date.hokkaido.jp
の中から、「食改さんおすすめレシピ」を作成し、伊達
-------------------------------------------------------------------------------------------西いぶりファーマーズマーケット実行委員会 伊達支部 ケット開催）、伊達市内（マーケット開催検討中）
対象 西いぶりファーマーズマーケットに関わりたい方
（にしいぶりふぁーまーずまーけっとじっこういいんかい だてしぶ）
（1）出店（農産物・加工品・飲食物・雑貨・エステなど）
2015 年から開催している西いぶりファーマーズマーケッ
トの伊達支部です。生産者が農産物を直接販売することで、 （２）ボランティアスタッフ（３）音楽演奏者など
人数 30 名程度 日時・頻度 年に数回ファーマーズマーケ
それまで知らなかった新たな食材の魅力、そして作り手
ットを開催 大会・発表の場 HAL 財団（一般社団法人北海
の人柄が伝わります。地産地消はもちろん、コミュニケ
道農業企業化研究所）「第１３回 HAL 農業賞 特別賞」受
ーションが生まれ、地域の人と人との絆づくりに寄与し
賞／北海道新聞社「2018 年道新地域げんき大賞」受賞
ます。年代・性別を問わず、ボランティアや出店などで
会費 会費なし（マーケット出店時に出店料を徴収）
関わってみたい方からのご連絡をお待ちしています！
連絡先 事務局 ｜ nfm@pradsma.com
活動場所 イコロ農園ほか(会議等）、室蘭市中島ほか（マー
http://nfm.hokkaido.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------軽にご入会ください！ 活動場所 伊達市内を中心に北海
西いぶり食の会議 WIFT
道西いぶり地域各所 対象 北海道西いぶり地域の食に興
（にしいぶりしょくのかいぎ うぃふと）
味がある方。多くの人に知ってもらいたいと思う方。メ
伊達市を含む北海道西いぶり地域は、たくさんの種類の
ンバーには生産者や飲食店経営者もいますが、どなたで
食材が手に入る、豊かな食が誇りです。そんな地域の食
も歓迎です。年齢性別は様々です。 人数 10 名
の情報を互いに共有しあったり情報発信をしたり、食の
大会・発表の場 フェイスブックページなどによる情報共
イベントを企画・運営したりする活動をします。東京で
有・情報発信 会費 なし 連絡先 事務局
活動しているメンバーもいます。気が向いたときに参加
wift@pradsma.com｜https://fb.com/hokkaidowift
したり、特に何もしなくても大丈夫ですのでどうぞお気
-------------------------------------------------------------------------------------------Date Vege PAC 北海道伊達野菜を応援する会 活動場所 伊達市内 対象 年齢・性別を問いません
人数 約 10 名 大会・発表の場 SNS 等で情報共有・情報発信
（だてべじぱっくだてやさいをおうえんするかい）
会費 なし 連絡先 事務局｜datevegepac@pradsma.com
伊達野菜のファンとして、美味しい食べ方などの情報を
メンバーで共有し、魅力を発信をする活動をしています。 https://fb.com/datevegepac
https://www.instagram.com/datevegepac

農家の出店（のうかのでみせ）
農家の出店は、地域でとれた旬の野菜を直接消費者に届け
る活動を行う市民活動です。生産者の個性が野菜から伝わ
るように、消費者と生産者のコミュニケーションの場を

作ります。また、持続可能な農業を模索していきます。
活動場所 主に室蘭・伊達など北海道西いぶり地域
対象 活動に賛同する農業生産者や協力してくれる方
連絡先 事務局｜noukanodemise@pradsma.com
https://fb.com/noukanodemise

----------------------

I.B.A. いぶりビア協会（あいびーえー いぶりびあきょうかい）
いぶりビア協会（ I b u r i B e e r A s s o c i a t i o n ) は、北海
道いぶりエリアのビールの情報を共有し、ビールを楽
しむことを通じて人々がつながり、そのつながりで地
域に文化的な貢献をするための集団です。おいしいビ
ールを提供するお店、ビアバー文化や クラフトビー
ル ・海外ビールその他の文化にかんする情報交換やイ
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ベント開催を行います。同様の活動で、ウイスキー、
ワイン、日本酒の情報交換をする活動もあります。
活動場所 市内飲食店 対象 20 歳以上 人数 約 10 名
大会・発表の場 ビールにまつわるイベントを不定期で開催
会費 年会費などはなく、イベントに参加する場合には
参加費を支払う 連絡先 事務局｜ iba@pradsma.com
https://fb.com/iburibeer

-ダテロワール

ワインコミュニティ

（だてろわーるわいんこみゅにてぃ）

「土地」を意味するフランス語 terre から派生した言葉
です。もともとはワイン、コーヒー、茶などに個性・
特徴を与える、生育地の地理、気候、社会状況などの
要因の複合的な環境を指します。
活動場所 市内飲食店 対象 20 歳以上 人数 約 10 名
大会・発表の場 ワインにまつわるイベントを不定期で開催
会費 年会費などはなく、イベントに参加する場合には
参加費を支払う 連絡先 事務局
daterroir@pradsma.com｜ https://fb.com/DATERROIR

2017 年から取り組みが始まり、2019 年に試験栽培の定
植が始まった伊達市の高品質ワイン産地化を見守り、
助け、楽しむ会です。幅広くたくさんの人が緩く繋が
っていければと思っています。現在は不定期で、「ワ
インを楽しむ会」を開催するほか、今後は作業体験会
などの告知の協力および参加、 産地化の取り組みの告
知に協力をしていきます。テロワール（Terroir）とは、
-------------------------------------------------------------------------------------------思っています。お気軽にご参加ください。
ふれこみ Fleu Comis お花をまるごと
活動場所 伊達市など北海道西いぶりエリア 対象 お花の
楽しむサークル（ふれこみ）
栽培・鑑賞・エディブルフラワーに興味のある方
お花を育てたり眺めたり、エディブルフラワー（食べ
日時・頻度 不定期 大会・発表の場 フェイスブックページ
られる花）を楽しんだりするワークショップを年数回
などによる情報共有・情報発信 会費 都度参加費 500
開催します。夏は涼しく冬は温暖な北海道西いぶりは
～2,000 円程度 連絡先 事務局
農産物が豊かですが、四季折々のお花を楽しむのにも
fleucomis@pradsma.com｜ https://fb.com/fleucomis
良い地域です。地域の方たちの交流を大事にしたいと
-------------------------------------------------------------------------------------------を開催しています。また、広報紙を年 2 回発行し、役員
胆振管内女性農業者ネットワーク香凛’s
会（年 3 回）もあります。
（いぶりかんないじょせいのうぎょうしゃねっとわーく かりんず）
対象 会の目的に賛同した胆振地方にて農業に携わる女
東胆振 11 名、西胆振 11 名、計 22 名の女性農業者で構
人数 東胆振 11 名、西胆振 11 名。計 22
性（農業者）
成。年１回、フォーラム＆総会を開催。その他、夏期
名
会費 年 2,000 円 連絡先 担い手担当主査
研修、平成 28 年より高校での出前授業（食育の一環）
seiiburi-nokai.11@pref.hokkaido.lg.jp

介護予防・介護者支援
------------------------------------------------------------------------------------------には、麻雀教室。「童謡と昔話や童話の会」の方によ
NPO 法人 いきいき茶ろん
るオペラやポピュラーなど音楽活動も行なっています。
（えぬぴーおーほうじんいきいきちゃろん）
活動場所 市民活動センターなど 対象 65 才以上の伊達市民
介護予防や詐欺予防の話を聞いたり、女性ならではの
日時・頻度
月 2 回 連絡先 徳成俊美
料理の講習会、お茶会などを行っています。男性向け
--------------------------------------------------------------------------------------------

有珠地区社会福祉協議会
（うすちくしゃかいふくしきょうぎかい）

活動場所 イベントにより異なりますが、主に有珠地区
コミュニティセンター白鳥館 対象 概ね 65 歳以上の地
域住民 人数 毎回 60～65 名の参加 日時・頻度 年間 4～5
回の交流活動 連絡先 須貝勉

地域の 1 人暮らし高齢者と小学生と交流（簡単なゲー
ムや昼食会）を行っています。
-------------------------------------------------------------------------------------------にノルディックウォーキング、クロスカントリースキ
大滝ノルディックウォーキング協会
ー、スノーシューイングを開催しています。
（おおたきのるでぃっくうぉーきんぐきょうかい）
ポールを使用してウォーキングやストレッチを行います。 大会・発表の場 おおたき国際ノルディックウォーキング、
市民ノルディックウォーキング体験会、介護予防のた
近年は身体機能や認知機能の低下を防ぐ運動としても注
めのノルディックウォーキング体験会など 会費 指導
目されているエクササイズで、足腰の弱い方でも安心し
者・会員登録：2,000 円／年。体験会受講料：1,500 円
て取り組むことができます。活動は主に夏で、指導員と
／人。団体指導：別途協議。 連絡先 藤田隆明
ともに自然の中を歩きます。ほか、個別体験も可能。歩
くのがつらい方は、室内でいすに座ったまま体を動かし、 o-nordic@snow.px.to
大滝ノルディックウォーキング協会
歩くことを目標にした体づくりを行います。家にこもり
http://www.phoenix-c.or.jp~fujita
がちな方、一緒にリフレッシュしましょう。
活動場所 伊達市全域で活動します 対象 小学高学年から
後期高齢者まで 人数 指導者登録 8 名 日時・頻度 不定期
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おさる「元気の会」（おさるげんきのかい）
軽スポーツやゲーム、頭や手足の指等の体操、また、伊
達百歳体操やラジオ体操等を行っている。その他、伊達
市の出前講座に登録されている中から、ふまねっとや安
心安全な暮らしに関するお話、アコーディオンやキーボ
ードの演奏家による音楽教室等を行っている。募集は年
一回、この他は随時入会を受け付けている。男性の入会者

グリーンクラブ（ぐりーんくらぶ）

が少ないのが残念。また、若い方で高齢者とのふれ合い
に関心のある方は、運営のお手伝いを是非お願いしたい。
活動場所 長和地区コミュニティセンターふれあい館
対象 伊達在住で６５歳以上の方。若い方で関心のある
方も運営のお手伝い是非お願いします。 人数 登録 48
名（毎回 30 名程度参加） 日時・頻度 活動は月 2 回
連絡先 仲島輝夫
て活動しています。 活動場所 みどり会館 対象 １人暮ら
し及びそれに準ずる、概ね 65 歳以上の方 人数 約 20 名
日時・頻度 例会月 2 回（第 1 ・ 3 木曜日 13：00～）
会費 なし（行事実費） 連絡先 板倉礼子

会員みんなで計画を立て、月 2 回、行事的なこと（花
見、クリスマス、新年会、おはぎ作り、ひな祭）、趣
味的なこと（歌、生け花、料理など）をし、また、市
の講座を利用して健康やその他の情報を得る場を設け
-------------------------------------------------------------------------------------------はまなす・いきいき事業（はまなすいきいきじぎょう） 参加できるようにしています。
活動場所 黄金地区コミュニティーセンターはまなす館
黄金地区社会福祉協議会で行っている介護予防事業で
対象 黄金在住の高齢者（およそ65 歳以上） 人数 約 50 名
す。お花見、観楓会の時は日帰り温泉旅行（6 月・ 10
日時・頻度 月 1 回、原則第 3 月曜日 9:30〜12:30（都合が
月）。軽スポーツ交流競技大会 3 回（7 月、11 月、2
悪い場合は第２月曜日） 大会・発表の場 市社協主催の
月）。お正月（1 月）は板カルタ大会、トランプ、カラ
「わっくわっく広場交流大会」に参加 会費 1 回 200 円
オケ、昔の遊び、認知症予防音楽教室（市）。太田亜
（イベントにより変更あり）。年会費なし。
紀子先生（9 月）。広いホール内に軽スポーツや創作、
連絡先 松井信一
ヨガ体操、健康相談などのコーナーを設けて、気軽に
-------------------------------------------------------------------------------------------応の仕方や健康管理について。2022 年 4 月以降の活動
さくらの会（さくらのかい）
は未定のため、興味のある方は一度ご連絡ください。
会員の構成は世話人代表 1 名、副代表 2 名、会計 1 名。
活動場所 伊達紋別駅南集会所 対象 年齢・性別を問いません
活動内容は認知症講座、交通安全教室、食生活改善、
人数 のべ 113 名程度 会費 年 500 円
オレオレ詐欺について、ふまねっと 3 回、100 才体操、
連絡先 森瑛
健康について講座を開催。津波、台風など災害への対
-------------------------------------------------------------------------------------------講座を行っている。
さわやかサロン（さわやかさろん）
活動場所 市民活動センター 対象 概ね 65 歳以上で、市
概ね 65 歳以上の高齢者が、住み慣れた地域でいきいき
街第 2 ・ 4 ・ 5 ・ 7 区に居住の方及び市内の方で役員会
と健康で楽しく潤いのある生活を実現するため、体力
が認めた方。 人数 約 20 名 日時・頻度 毎月第 2、第 4
維持と親睦交流を図る。軽体操、レクダンス等、出前
水曜日。10:00～12:00 連絡先 原義衛
-------------------------------------------------------------------------------------------知り合いの介護をしている方がいましたら、気軽に参加
伊達市介護者と共にあゆむ会
しませんかと、声を掛けてほしいと思います。
（だてしかいごしゃとともにあゆむかい）
活動場所 カルチャーセンター、市民活動センター
現在、介護なさっている方や終えた方、年齢性別不問。
対象 介護をしている方、一人暮らしの方、夫婦だけの方、
一緒に活動してみませんか。活動内容は会員の集いと情
介護を終えた方（年齢・性別不問） 人数 一般会員数 35
報の交換、研修会やリフレッシュ事業の開催、ボランテ
名、賛助会員 4 団体。参加人数の制限はありません。
ィア活動（伊達ボランティア連絡会に加盟）。会員募集
日時・頻度 毎月第 3 木曜日 13:30〜15:30、『集い』を開催
中です。平成 25 年 9 月より開催している『集い』は、介
大会・発表の場 毎年 10 月に『家族介護体験発表会』を開催
護者同士が集い、日頃の悩みや思いを語り、ホッと一息
会費 年会費：一般会員 1,500 円、賛助会員(個人) 3,000
つける場、明日への元気をもらえる場として開設しまし
円、賛助会員(団体) 5,000 円
た。毎月 1 回開催していますので、お気軽にご参加くだ
連絡先 佐藤富子｜ tomiko0216-@outlook.jp
さい。少しは気持ちが楽になるかもしれません。近所や

インターネットでも見られます
北海道 移住定住 西いぶり
nishiiburi.jpn.org

伊達市ホームページ
city.date.hokkaido.jp

団体に連絡がつかない、直接は連絡しにくい場合は私たちにご相談ください

✉datecomu@dcpc.jp

☎ 0142-25-6504
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伊達市動作介助を考える会
（だてしどうさかいじょをかんがえるかい）

病気やけがなどにより動けなくなった方の介助・介護に
ついて、介助をする人にもされる人にも負担がなく安全
で快適な方法を学ぶ集まりです。現在行われている介護
の多くは力任せの「持ち上げ・引きずり介助」であり、
互いの身体を壊す社会問題となっています。当会では、
厚労省も推奨し全国で急速に広がっている『ノーリフト
ケア（持ち上げない介護）』の概念に合致した考え方と
手法を伝え、実技練習も多く行なっています。
活動場所 市民活動センター、介護老人保健施設プライム
ヘルシータウン湘南など市内の協力施設のほか。オンラ
イン上での活動も順次拡大。 対象 市内在住または働い
------------------------------------------------------------------------------

生き生き健康体操サークル
（いきいきけんこうたいそうさーくる）

ている「仕事として介助をする機会のある方」＊一般の
方はご相談ください 人数 毎回 30～50 名程度が参加。
日時・頻度 冬期間を除き 2 か月に 1 回のペースで開催。開
催日とテーマはブログ・ SNS などで案内。興味をもった
テーマを選んで参加できる。 大会・発表の場 昨年度からネ
ット配信もはじめている。※伊達市家族介護教室事業
「やさしい介護セミナー」に協力 (一般の方向けの介護
教室) 会費 内部講師による勉強会は無料。外部講師を招
いた場合は 500～2,000 円程度の参加費を予定。
連絡先 均整きぃとす 島川弘美｜datekaijyo@air.nifty.jp
http://datekaijyo.seesaa.net
https://fb.com/datekaijyo

毎回いい汗を流しています。 活動場所 中央区末永集会
所 対象 概ね 65 歳以上
会費 月 1,500 円
連絡先 木村洋子｜yoko@tenkachisei.jp

毎日の生活が楽に、楽しく過ごせることを目標として、
--------------------------------------------------------------------------------------------

なかよしクラブ TON 珍 KAN
（なかよしくらぶとんちんかん）

有珠地区コミュニティセンター白鳥館
おおむね 65 歳以上 人数 約 23 名
大会・発表の場 年に数回、不定期で開催 会費 年 3,000 円
連絡先 竹内功治
活動場所
対象

介護予防講話のほか、パークゴルフや室内ゲームなど
を通して健康づくりを行っています。
-------------------------------------------------------------------------------------------プと認知症にならないことを目指しています。
東地区みらい健康会（ひがしちくみらいけんこうかい）
活動場所 東地区コミュニティセンターみらい館
平成 27 年 4 月に新しくできたグループです。高齢の方
対象 おおむね 65 歳以上 人数 約 50 名 日時・頻度 月 2
の体力づくりのための体操、介護予防のための講座や
回（通常第 1 ・3 月曜日）、10:00〜12:00 会費 年 500
ゲームに加え、カラオケ、ヨガ、ダンス教室、音楽教
円（但し、途中加入の場合、月割での負担あり）
室、健康に関する講座などを行い、高齢者の筋力アッ
連絡先 松本達夫
-------------------------------------------------------------------------------------------しています。帰りは皆さんニコニコで、再会を約束す
ひなげしの会（ひなげしのかい）
る姿に元気づけられています。会の開催日にはいつで
ボランティア団体ひなげしの会が、介護予防のため高
もご参加ください。 活動場所 元町会館 対象 市内全域
齢者が集う場所「げんきかい」を運営しています。目
概ね 65 歳以上 人数 30 名 日時・頻度 週 1 回（木）13:00
的は、高齢者の閉じこもり防止、身体的機能の向上な
〜16:00 会費 年会費なし、毎回参加費 50 円
どを図りながら、要介護状態への移行を防止すること
連絡先 阿部和博｜k9zu20@sea.plala.or.jp
です。具体的には、カルチャー教室、ゲームやレクリ
エーション、健康教室などを行い、元気に楽しく交流
-------------------------------------------------------------------------------------------10 月：パークゴルフ 第 2（水）、第 3（土）、第 4
ほっとサロン（ほっとさろん）
（水）9:30～。11 月～3 月：南稀府会館 13:00～。
介護予防を目標に、健康で暮らせる様に体力維持と親
大会・発表の場 作品展を不定期開催（昨年は 10 月開催）
睦交流を目的として活動しています。 活動場所 南稀府会
会費 年 500 円 連絡先 二井田亮子
館 対象 65 歳以上の男女 人数 約 23 名 日時・頻度 4 月～
--------------------------------------------------------------------------------------------

みはらし健明会（みはらしけんめいかい）
前半）体力づくり、椅子を使った運動、寝ながらの運
動、音楽に合わせての運動など。後半）数字、かな調
べ、もの探し、計算、反対語、しりとりなど

山下虹の会（やましたにじのかい）
山下町介護予防教室が自主グループ活動として引き継
がれ発足しました。健康体操や認知症予防のほか、ノル
ディックウォーキングや救命救急講座、体力測定、歌、
いろんな宅配講座などを行っています。興味のある方は

活動場所 みはらし会館 対象 65 歳以上で東 13 区自治会
にお住いの方 人数 約 41 名 会費 年 500 円
連絡先 本田一智

お問い合わせください。
活動場所 市営駅前団地 1 号棟 集会室 対象 おおむね 65
歳以上 人数・頻度 約 35 名、通常第 2 ・4 金曜日の月 2
回（13:30〜15:30） 会費 年 500 円
連絡先 結城正人
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警察署などから防災・特殊詐欺などの講話をお願いし
ています。 活動場所 旭町地域交流館・児童館
（りふれのさと）
対象 概ね65 歳以上の市街１区・６区・15 区に居住する方
介護にならないための健康づくりを中心に、ラジオ体
人数 会員は約 60 名、毎回活動参加は約 30 名
操、年間計画により 100 歳体操、社協ゲームやアクテ
日時・頻度 毎月第２・４金曜日（年 24 回）10:00～12:00
ィヴィティ教室、市保健センター高齢福祉課、包括支
連絡先 吉野英雄
援センター、市保健センター等の講話、西胆振消防、
--------------------------------------------------------------------------------------------

リフレの郷（地域介護予防グループ）

障がい者支援
NPO 法人 伊達市手をつなぐ育成会
（えぬぴーおーほうじん だてしてをつなぐいくせいかい）

ノーマライゼーションの普及啓発を願い、ふれあい広
場・フレンドリーサマーレクのボランティア・実行委
員の派遣、当事者団体「わかば会」と合同の特別養護
老人ホームへ年 2 回の窓ふき事業、各種研修会の開催、
赤い羽根街頭募金・災害支援募金活動、事業所合同の
バス旅行、当事者の日中活動支援、多機能型事業所

さわやかともの会（さわやかとものかい）

（生活介護 20 名、就労 B 型 40 名）の運営、令和 2 年
度からは相談支援事業の運営も始めています。
活動場所 ふれあい広場、フレンドリーサマーレク等
対象 16 歳以上で、障がい者や地域の方と交流したい方など
人数 20 名 日時・頻度 月 2〜3 回 大会・発表の場 育成会全
道大会、胆振地区育成会連絡研修会への参加・企画等
会費 会員：年 5,000 円 賛助会員：年 1,000 円以上 (1
口 500 円） 連絡先 事務局 鎌田｜office@date-ikuseikai.jp
http://www.date-ikuseikai.jp
障がいに寄り添って交流の和を共に楽しみましょう。
活動場所 市総合体育館、病院、店舗、学校
対象 年齢・性別を問いません 人数 26 名 日時・頻度 不定期
会費 年 1,000 円 連絡先 鈴木祥子

視覚に障がいのある方々へ病院内の付き添い、買い物、
社会行事等への同行支援をするボランティアです。月 2
回の卓球の練習や軽スポーツ時などの歩行や競技のお手
伝い。また、学校でのガイドヘルプ講習をしています。
-------------------------------------------------------------------------------------------ランティアを受け入れています。様々な障がいをもっ
伊達肢体不自由児者父母の会
た子ども達を理解していただけるきっかけになればと
（だてしたいふじゆうじしゃふぼのかい）
思います。 活動場所 カルチャーセンター、舟岡公園、伊
私たちの会は、どんなに障がいが重くても、地域で暮
達温泉 対象 障がいがあるお子様（年齢問わず）やその
らし続けたいと願い、様々な障がいがある子どもの親
親御さん 人数 22 家族 日時・頻度 年 5 回程度
を中心に活動しています。バーベキュー交流会やクリ
会費 年 3,600 円 連絡先 佐藤繁子
スマス会等のレクリエーション事業、ふれあい広場、
sattot3sattot3sattot3@gmail.com
療育キャンプなどを行っており、これらの活動にはボ
http://www.datefubo.org
-------------------------------------------------------------------------------------------②市立図書館への点字本寄贈、③体育館の自販機等の点
伊達市点訳ボランティアの会
字貼付・点検補修、④視力障がい者や近隣ボランティア
（だてしてんやくぼらんてぃあのかい）
団体との交流、⑤点訳体験学習の指導・社協行事への参
点訳とは墨字（活字）の文を点字に訳すことです。初心
加協力 活動場所 会員自宅及び社会福祉協議会、市民活
者は、まず点字のきまりごとを学び、それから点訳作業
動センター 対象 年齢・性別を問いません 人数 約 11 名
に入ります。現在、その作業はパソコンで行っておりま
日時・頻度 例会月 2 回、作業月 2 回
す。初心者講習開講の際には多くの方々のご参加を願っ
連絡先 相馬文代
ております。①視力障がい者からの依頼文書等の点訳、
-------------------------------------------------------------------------------------------覚障がいに関心のある人や、ろうあ者と交流をしたい人
伊達手話の会（だてしゅわのかい）
人数 19 名 日時・頻度 週 1 回（木）19:00〜21:00
伊達聴力障害者協会員から、手話を学び交流を深めてい
大会・発表の場 ふれあい広場、市民音楽祭、市民手話講
ます。（見学・入門・初級別グループ学習、手話歌、ゲ
習会 会費 高校生以上 年 4,800 円
ーム、講座、花見・クリスマス会など季節行事）。ろう
小・中学生 年 2,400 円
協会の各種事業（手話講習会）や地域団体事業（ふれあ
連絡先 市社会福祉課 高清水徹子
い広場・市民音楽祭・スポーツ交流会）に参加協力し、
shogai@city.date.hokkaido.jp
手話や聴覚障がいの理解・普及活動しています。
活動場所 カルチャーセンター 対象 小学生以上で手話や聴
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ふれあい広場、障がい者パークゴルフ大会、障がい者
スポーツ交流会、ボランティアフォーラムなど。
（だてしんたいしょうがいしゃふくしきょうかい）
活動場所 市民活動センター等 対象 伊達市居住の身体障
身体障がい者福祉協会では、会員相互の親睦と社会参
害手帳をお持ちの方、及び本会の趣旨に賛同する方
加等を目的に、次のような活動をしています。花見、
人数 55 名
会費 年会費 1,800 円 連絡先 伊達身体障が
新年交礼会、一泊旅行、市議会一般質問傍聴、料理講
習会、文芸作品展、カラオケ、手芸の会、手話講話会、 い者福祉協会 事務局担当 山田 事務局（伊達市社会福
祉協議会内）｜date-shakyo@viola.ocn.ne.jp
ボランティア連絡会、体育協会等主催事業への参加、
https://twitter.com/dateshakyo
-------------------------------------------------------------------------------------------語条例」が施行。協会員は、手話・聴覚障害の理解・
伊達聴力障害者協会
普及活動を推進します。
（だてちょうりょくしょうがいしゃきょうかい）
活動場所 例会：伊達市社会福祉協議会。手話の会手話指
私達の協会では、毎週木曜日、手話の会で手話指導を
導：カルチャーセンター。 対象 市内在住のろうあ者の方
しています。月に 1 回の例会を行いながら、新年会、花
人数 8 名 日時・頻度 例会（月 1 回）、手話の会（週 1
見、忘年会などの行事を行っているほか、全道ろうあ
回） 大会・発表の場 市民音楽祭・市民手話講習会・全道
者大会やスポーツ大会などにも参加、また学校や地域
ろうあ者大会など 会費 年 10,000 円
団体などに出向いての手話指導も行っています。平成
連絡先 山本時枝
29 年 4 月から「伊達市やさしい心がかよいあう手話言

伊達身体障がい者福祉協会

-------------------------------------------------------------------------------------------就業・生活支援センターすてーじ）、各事業計画に基
西胆振心身障がい者職親会
づいた場所 対象 心身に障がいのある方を雇用、または
（にしいぶりしんしんしょうがいしゃしょくおやかい）
雇用を考えている方、本会目的に賛同する方、心身に障
心身障がい者の社会的自立を促進し、福祉の増進に寄
がいのある方 人数 73 事業所（うち特別会員 8 事業所）
与することを目的に、雇用を促進するための社会啓発
日時・頻度 事業計画に基づき活動
活動や、雇用・就労について研究・研修活動、労働サ
会費 正会員：年 12,000 円、特別会員：年 6,000 円以上
イドにおける諸制度の研究と活用・福利厚生面の向上
連絡先 胆振日高障がい者就業・生活支援センターすて
などの活動をしています。
～じ 事務局長 大槻美香｜ stage@dofukuji.or.jp
活動場所 支援センター内、事務局（胆振日高障がい者
-------------------------------------------------------------------------------------------と思い活動しておりますのでご希望の方はお知らせ下
朗読ボランティアやまびこ
さい。朗読に関心のある方、一緒に活動してみません
（ろうどくぼらんてぃあやまびこ）
か。ご一報をお待ちしております。
平成 5 年に発足。主に広報だて、みんなの市議会、新
活動場所 伊達市社会福祉協議会、市民活動センター
聞、リクエスト本等を朗読、録音し視覚障がい者の方
対象 朗読ボランティアに興味のある方 人数 14 名
へ CD ・テープでお届けしています。利用者のみなさん
日時・頻度 例会・勉強会：月 1 回(第 2 火曜日）13:00～
との交流会では楽しい催しを交えながら、意見交換を
16:00 事業計画に基づき活動 会費 年 1,200 円
行うなど親睦を深めています。聞きやすく理解しやす
連絡先 小林正利｜kbys-msts.0215@honey.ocn.ne.jp
い朗読を目指しての研修も行っています。一人でも多
くの視覚障がい者の方に CD ・テープをお届けできたら
-------------------------------------------------------------------------------------------す。会をサポートしてくださるボランティアの方も随
わかば会（わかばかい）
時募集しております。
市内及び近隣市町で自立生活や在宅生活を送る知的障
活動場所 だて地域生活支援センター 対象 地域で暮らし
がいのある方々の自治組織で、会の目的に賛同する方
ている知的障がいのある方 人数 130 名
は誰でも入会できます。レクリエーションや旅行、サ
日時・頻度 不定期（月数回） 大会・発表の場 研修会
ポートセンターひまわりの窓ふき・花壇づくり、ふれ
会費 月 500 円 連絡先 だて地域生活支援センター
あい広場への出店、歓送迎会や忘年会、年 3 回の新聞発
dateshien@dofukuji.or.jp
行などの他、会員向け研修の開催、各種セミナーや会
議等への参加など楽しくためになる内容がいっぱいで
--------------------------------------------
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北海道 移住定住 西いぶり
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福祉その他
------------------------------------------------

サンタの会（さんたのかい）
伊達市近郊の福祉及び医療施設などへ当会会員のプロ
やアマチュアの音楽家が訪問し、出張演奏会を行って
おります。生の演奏に触れることで心穏やかに、楽し
く豊かな、そして充実した時間を過ごしていただくこ
とを目的とし、ボランティアとして地域福祉に寄与す
るための活動を続けております。入会には会員 2 名の推
薦と、役員による面談、オーディションによる審査が
あります。

伊達市赤十字奉仕団（だてしせきじゅうじほうしだん）

活動場所 伊達市近郊の市町にある福祉施設や病院を訪
問して出張演奏活動を行っています。 対象 演奏者は経
験者のみ、一般会員は経験を問わず募集しています
（どちらも 18 歳以上） 人数・頻度 現在 20 名／出張活
動は年間 12 回程度 大会・発表の場 クリスマスチャリテ
ィコンサートを毎年 12 月に開催 会費 年会費 1,200 円
連絡先 太田亜紀子
volunteergroup.teamsanta@gmail.com
http://ameblo.jp/team-santa

募金、移動献血車の手伝いをしています。男性の方、
大歓迎です。 活動場所 日赤病院奉仕団室、日赤病院正面
花壇、有珠海水浴場海の家、その他出先 対象 年齢、性
別問いません。男性の方、大歓迎です。 人数 74 名
日時・頻度 月 17 回、年 204 回〜 大会・発表の場 赤十字奉
仕団道南ブロック協議会 会費 奉仕団会費：なし
日本赤十字社社員（会員）年会費：2,000 円
連絡先 倉田幸子｜ yukiko.like-beal.k-y810@docomo.ne.jp

明るく住みよい社会を築き上げていくため、身近な奉
仕に従事することを目的としています。団員同士の親
睦を深めながら楽しく続けられるよう活動をしていま
す。日赤病院入院患者さん用ウェス作り（月 2 回）、新
生児用肌着・長着の縫製、施設行事の手伝い、日赤病
院正面の花壇作りと整備（120 日以上）、有珠海水浴
場海の家救護当番（約 50 日）、赤十字フェスティバル、
ふれあい広場への参加・協力、伊達武者まつりの着付
け手伝い、赤い羽根・緑の募金・歳末助け合いの街頭
--------------------------------------------------------------------------------------------

ひだまりの杜（ひだまりのもり）

毎月第 2 ・第 4 土曜日、13:00～16:00
作製した「タオル帽子」「毛糸の帽子」
等は、病院や希望される方へお贈りしています。ボラ
ンティア参加型のイベントにて展示・体験ブースを設
けていただいてます。病院や施設等「がんサロン」に
て展示。ボランティアイベント等会場にて展示・体験
コーナー等 会費 なし 連絡先 寺島佐知
taoruboushi.h@gmail.com
https://hidamari-no-mori.localinfo.jp
http://fb.com/hidamari.no.mori
https://www.instagram.com/hidamarinomori.hokkaido
日時・頻度

大会・発表の場

病気治療により頭髪が抜けてしまった方、そのご家族
ご友人へ、手作りの「タオル帽子」「毛糸の帽子」な
どを無料にてお贈りしています。制作にかかる時間は 1
時間程で、とても簡単に作れます。また月 2 回の活動日
には、病気経験者や治療中の方、そのご家族などが集
まり、「ひだまりサロン」として交流の場となってお
ります。「ひだまりの杜ハウス」の 2 階ではフリーマー
ケットが開かれております。
活動場所 ひだまりの杜ハウス（伊達市舟岡町 358-5）
対象 年齢・性別問わない。お子様でも、おじいちゃん、
おばあちゃんでも誰でも可能です。 人数 約 50 名
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達ブンブン文庫（だてぶんぶんぶんこ）
コロナの影響で現在活動休止状態です。通常時は、布
絵本や布遊具の制作と普及活動をしています。楽しく
手作りしながら仲間作りと布絵本や布遊具の知識が広
がります。
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市図書館 2 階 対象 年齢・性別を問いません
人数 12 名 日時・頻度 月 2 回（木）10：00〜15：00
大会・発表の場 ふれあい広場への参加（7 月）、制作講
習会(11 月） 会費 月 100 円
連絡先 佐藤朋子
活動場所

教育・子育て
--------------------------------------------

イオン伊達チアーズクラブ（いおんだてちあーずくらぶ）
伊達市内の小学生を対象に活動しています。毎年決ま
ったテーマの活動をしていますが、自分たちの身近に
ある物で取り組んでいます（エネルギー、動物、植物
など）。みんなで楽しく活動しましょう！！

活動場所 主に伊達市内 対象 メンバーは小学生
サポーターは制限無し 人数 従来は約 40 名
日時・頻度 1 回 30 名以内先着順 2 ヶ月に 1 回程度
大会・発表の場 年に 1 回 壁新聞大会
連絡先 イオン伊達店｜ imade-m@aeonpeople.biz

-------------------------------------------------------------------------------------------フェニックスサポートハウス（旧さくら幼稚園）
対象 年齢・性別を問いません 人数 17 名
（こどものくにふぇにっくすさぽーたー）
日時・頻度 週 3 回（火・水・金）
市内で不登校の小中学生のための、居場所づくりを行
連絡先 伊達市学校教育課指導室
っています。個別学習指導、レクリエーション、スポ
shidoshitsu@city.date.hokkaido.jp
ーツなど、各サポーターの方が活動しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------スマス会やあそび会等をして自主性や表現力や社会性
伊達子ども劇場（だてこどもげきじょう）
を育てます。未就学児と親が集う「こつぶの会」を月 2
子ども達が心豊かに育ち、子どもの文化が発展するこ
回しています。 活動場所 カルチャーセンター他、市内
とを願って活動している会員制の団体で、地域の繋が
全域 対象 子どもから大人まで、児童文化を愛好する人
りを大切にしています。プロの子ども向けの舞台を鑑
は誰でも。 人数 190 名 日時・頻度 2〜3 ヶ月に 1 度
賞する『鑑賞例会』と異年齢の仲間と遊ぶ『自主活
会費 4 歳以上月 1,000 円 連絡先 麻林京子
動』が活動の柱です。劇や人形劇を観たり音楽を聴い
kodomo56a@yahoo.co.jp
て心の栄養をもらい、自分達で考えて作る合宿やクリ

「こどもの国フェニックス」サポーター

活動場所

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達はまなす会（だてはまなすかい）
ひとり親家庭の福祉の向上の為、色々なイベントを企
画し、レクリエーションや学習支援等を行っています。
活動場所 イベントにより異なりますが、市市民活動セ
ンターなど、市内及び胆振管内 対象 ひとり親家庭の親
子（父子家庭含む）、寡婦の方 人数 114 名

つくろう・遊ぼう・考える子ども塾
（つくろう・あそぼう・かんがえるこどもじゅく）

日時・頻度 総会・レクリエーション等：年５回程度、研
修会等：年 3 回程度、会議等：年 10 回程度
大会・発表の場 管内の研修会は隔年で開催しています。
会費 【年会費】1,000 円 【参加費】大人：1,000 円、子
ども：500 円程度（内容により異なります）
連絡先 藤本恭子｜fjkyon122@yahoo.ne.jp

体験遊び）・学ぼうコース（音楽、理科、算数、英
語）など。 活動場所 伊達小学校 対象 伊達小学校の児童
中心 人数 47 名 日時・頻度 月 1 回第 4 土曜日
連絡先 岩館晴次郎

経験のあるおとなが子どもと一緒に遊んだり、学んだ
りして楽しい時間をすごすボランティア活動を行って
います。・遊ぼうコース（集団遊び、工作遊び、自然
--------------------------------------------------------------------------------------------

人形劇団アイアイ（にんぎょうげきだんあいあい）

なないろ児童館 対象 人形劇演じ手(どなたで
も)、公演対象（小学生低学年以下） 人数 9 名
日時・頻度 月 1 回（第 3 水曜日）10：30〜12：00
大会・発表の場 年３～４回 秋頃 連絡先 柏村美紀
kassymikassy613@ab.auone-net.jp
活動場所

子どもと一緒に人形劇を楽しむ子育て支援サークルです。
幼稚園や子育て支援センターなどで公演しています。子
ども連れの方も大歓迎です。人形劇に興味のある方のご
参加をお待ちしています。人形劇の舞台装置も無料で貸
し出ししています。詳細はお問い合わせください。
--------------------------------------------------------------------------------------------

日本ボーイスカウト伊達第 1 団

どなたでも自由に参加できます。 人数 10 名程度

（にほんぼーいすかうと だてだいいちだん）

日時・頻度

青少年の教育的活動を方針に小学 1 年生から、高校生
までをスカウトと呼称 それぞれ年代に合ったプログ
ラムを作成し、毎月の活動を行う。中学生、高校生に
なれば自らプログラムを作り活動計画に沿って自身を
磨く。野営、舎営などのキャンプを行い、自然の中で
スキルを磨き、他団のスカウトとも交流を深めている。
活動場所 伊達市内 対象 小学生から高校生までの男女、

月 1 度の活動 大会・発表の場 胆振地区の他団

との交流や北海道内の団との交流大会などがある。
会費

ボーイスカウト日本連盟への登録費、団活動費

等：年間 18,000 円（毎月の活動では費用は不要）
連絡先

村中啓子｜qqgc4az9k@royal.ocn.ne.jp

https://www.instagram.com/boy_scout_date1
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本の読み聞かせ等
---------------------------------------

いとう絵本文庫（いとうえほんぶんこ）

のつく限り他の日でも文庫を開きます。
活動場所 自宅 対象 年齢・性別を問いません
時・頻度 週 2 回（月・水）14：00〜16：00
連絡先 伊藤洋子

絵本の読み聞かせや紹介、伊達小図書ボランティアと
してイベント参加等、絵本を持って移動文庫もします
（子育て支援センターえがお月 1 回）。興味のある方は
お気軽にご連絡ください。お電話いただければ、都合
-------------------------------------------------------------------------------------------楽しんでいただいております。 活動場所 市図書館、市内
お話の森（おはなしのもり）
小学校 対象 子ども(幼児〜)〜大人 人数 5 名
日本昔話・世界の民話・童話（グリム、アンデルセン
日時・頻度 随時 大会・発表の場 市図書館「大人も楽しむ
他）をそらで覚えて語るストーリーテリングのお話会
お話し会」（２回）、「小学生のためのお話し会」
をしています。市内小学校での行事への参加、図書館
（２回）、伊達小「ふるさとふれあいイベント・おは
での「大人も楽しむお話会」などで、子どもとお話の
なし会」 会費 年 1,000 円
出会い、子どもと本との出会いを願って活動していま
連絡先 須藤亮｜ piano5842@gmail.com
す。お話会は聞き手の対象に合わせてお話をプログラ
ミングし、その他に折り紙や手遊び等を組み合わせて
-------------------------------------------------------------------------------------------向いています。
きつつきの会（きつつきのかい）
活動場所 伊達市図書館 2 階、市内小学校、高齢者施設、
図書館 2 階の視聴覚室で、毎月第 2、第 4 水曜日に小さ
高齢者住宅のサロン 対象 幼児、小学生全学年、高齢者。
な子供達対象の「よみきかせ会」、第 1 土曜日に幼児か
会員は、どなたでも 人数 19 名 日時・頻度 乳幼児対象の
ら小学生を対象にした「おはなし会」をかいさいして
「よみきかせ」第２、第４水曜日／幼児、小学校低学年
います。絵本、パネルシアター、素話、創作話、紙芝
対象「おはなし会」第1 土曜日／市内小学校読み聞かせ及
居を組み合わせたプログラムに、手遊びも組み入れて
び高齢者施設 随時 連絡先 坪美幸
います。子供達に絵本の魅力を伝えたいと、研修会に
miyuki101837@gmail.com
も参加しています。市内の小学校、高齢者施設にも出
-------------------------------------------------------------------------------------------もちゃ作り・設営等）のボランティア活動です。
託児・制作・読み聞かせボランティア
【読み聞かせ】毎月第 3 水曜日「絵本の日」事業の読み
（たくじせいさくよみきかせぼらんてぃあ）
聞かせを行うボランティア活動です。
【託児】あそびのクラスや、子育て講座への参加時に必
活動場所 各地区コミュニティーセンター、子育て支援
要に応じて子どもを託児するボランティア活動です。年
センター他 対象 年齢・性別を問いません 人数 15 名
4〜5 回午前中 2 時間程度、講座等の参加時に就学前のお
日時・頻度 随時 連絡先 子育て支援センターえがお
子さんを託児するボランティア活動です。【制作】年 2
egao@kusabue.or.jp
回 6 月と 11 月に行われる事業に向けての準備、運営（お

ブックスタート ボランティア
（ぶっくすたーとぼらんてぃあ）

0 歳から絵本を読み聞かせ、親子のコミュニケーション
を深めることを目的に、1992 年にイギリスで始まった
運動であるブックスタート事業の説明、普及活動をす
るボランティア団体です。絵本を開くことで誰もが楽
しく、赤ちゃんとゆっくり心ふれあう、ひとときをも
てるように・・・、私たちはそのきっかけづくりのお
手伝いをしています。伊達市では周りに興味関心が湧
く 1 歳時期に絵本 2 冊、絵本を通してふれあいを深めて
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ほしいという願いをこめて 2 歳時期に図書館で絵本 1 冊
を絵本の読み聞かせを交えながら進呈しています。随
時ボランティアを募集しています。
活動場所 市保健センター（1 歳児対象）／市図書館（2
歳児対象） 対象 満 20 歳以上 人数 ボランティア 12 名
で読み聞かせを実施 日時・頻度 1 歳児対象：偶数月の第
2 月曜日。2 歳児対象：年 3 回（7 ・ 11 ・ 3 月に各 5
日ずつ）。 連絡先 市図書館
toshokan@city.date.hokkaido.jp

楽器演奏
伊達市音楽協会（だてしおんがくきょうかい）

を中心に近郊で音楽活動をする団体および個人
人数 役員 12 名、入会団体 11 団体・約 200 人
大会・発表の場 伊達市民音楽祭、ジュニア・ピアノコン
サート 会費 個人：1,000 円、団体：構成人数に応じて
連絡先 内山勇一｜ the_bluesky@docomo.ne.jp
http://sound.jp/datecitymusic/index.html
https://fb.com/datecitymusic

会員の音楽技術の向上を図りながら、会員間の親睦・交
流を深めるとともに、音楽の普及と地域文化の発展に寄
与することをめざします。市民音楽祭、ジュニア・ピア
ノコンサート、会員の演奏活動に関する協力、音楽技術
向上のための講習会、音楽鑑賞事業、各種助成金の運用
などを行い、1997 年と 2001 年には「第九」を企画・公
演しました。 活動場所 カルチャーセンター 対象 伊達市
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達吹奏楽団（だてすいそうがくだん）

日時・頻度 週 2 回練習 大会・発表の場 伊達神社お祭り演
奏、市民音楽祭、定期演奏会など
会費 年会費：24,000 円、定期演奏会運営費：10,000 円
連絡先 久保尚典｜ naonori.m.h@gmail.com
http:/blog.livedoor.jp/datesui_

伊達吹奏楽団は施設の訪問演奏や伊達神社の演奏や市
民音楽祭、だて歴史の杜カルチャーセンターで毎年行
われている定期演奏会などを行っています。
活動場所 カルチャーセンター 対象 社会人・学生で音楽が
お好きな方はメールか電話でご連絡ください 人数 11 名
--------------------------------------------------------------------------------------------

ファミオン弦楽アンサンブル
（ふぁみおんげんがくあんさんぶる）

カルチャーセンター 対象 多少経験があると参
加しやすい。小・中学生のみの参加は不可 人数 10 名
日時・頻度 週 1 回（土）8〜11 月 18：00〜21：00、12
〜7 月 19：00〜21：00 大会・発表の場 伊達市民音楽祭
会費 月 1,000 円 連絡先 宗像雅美
masami3masami3@icloud.com
活動場所

バイオリンとチェロの初級者、中級者が集まって、自
主的に活動をしている団体です。伊達市民音楽祭で演
奏を披露することを目標に、一年かけてじっくり曲に
取り組みます。
--------------------------------------------------------------------------------------------

リコーダー同好会「くさぶえ」
（りこーだーどうこうかいくさぶえ）

活動場所 ログハウストヨシマ（カルチャーセンターの
リハーサル室を借りる時もあります） 対象 リコーダー
を吹いてみたい方。未経験者でも可 人数 10 名
日時・頻度 月曜日午前中（月に２回から３回）
大会・発表の場 コスモスホールにて年１回発表、ログハ
ウスでのコンサート、伊達市遊びと学びの教室ミニコ
ンサート出演 会費 月 500 円
連絡先 和泉喜美

子どもの同級生のお母さん同士で始めたリコーダー同
好会。約 20 年前より活動しています。クラシックから
ポピュラー、童謡など幅広い選曲で、ソプラノ・アル
ト・テノールのリコーダーの演奏を楽しんでいます。
楽譜の読めない初心者の方でも楽しく参加していただ
けます。
-------------------------------------------------------------------------------------------聖龍一門伊達武者太鼓（せいりゅういちもんだてむしゃだいこ） への貢献に努めています。
活動場所 通常練習を伊達小体育館で実施。市内及び近
武者太鼓は昭和 57 年 4 月に「伊達市の郷土芸能の育
隣地域でのイベント出演。 対象 年齢・性別を問いませ
成」と「まちづくり」を目的に結成されました。現在、
ん 人数 25 名 日時・頻度 月曜 19：00〜（坂井会館）
「武者太鼓揃い打ち」他 5 曲のオリジナルを持ち、伊達
木曜 19：00〜（光陵中学校） 大会・発表の場 地域のお祭
市内はもちろんのこと近隣市町村にも出向き様々なイ
り、施設訪問交流、龍響祭など 会費 年 18,000 円
ベントにも出演しています。メンバーは知的ハンディ
連絡先 坂井猛志｜seiryu.ichimon@gmail.com
を持ちながらも一般就労をし、活動を通じて地域社会
https://www.seiryu.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 坂井会館、光陵中学校 対象 4 歳以上
聖龍・太鼓道スクール（せいりゅうたいこどうすくーる）
人数 25 名 日時・頻度 週二回（水・木）19～20 時半
伊達市を中心に施設や病院への訪問交流や地域のお祭
大会・発表の場 地域のお祭り、施設訪問交流、龍響祭など
りなどに出演しています。出演の依頼がございました
会費 高校生まで：月 4,000 円、大学生・大人：月 5,000 円
らお問い合わせください。初心者、経験者を問わず新
連絡先 坂井猛志｜seiryu.ichimon@gmail.com
規会員を歓迎、無料体験もおこなっております。
https://www.seiryu.jp/taiko
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うた
----------------------------------------

岸川洋孝歌謡教室（きしかわようこうかようきょうしつ）

自宅 対象 年齢・性別を問いません 人数 14 名
日時・頻度 週 1 回(火・水)、月 2 回(土)
会費 火水：3,000 円、土 1 回：1,000 円
連絡先 岸川洋孝
活動場所

高齢者ばかりなのでボケ防止と健康の現状維持につなが
ればと思い乍らしてます。今はできるだけ大きな声を出
しストレスも発散、元気でコロナ禍に耐えて居ます。
-------------------------------------------------------------------------------------------一緒に歌を楽しみませんか？ 活動場所 皆遵寺・同朋会館
女声コーラス 花音（じょせいこーらすかのん）
(網代町 8) 対象 女性 人数 24 名 日時・頻度 毎週水曜日
子育て中のママからお孫さんのいるマダムまで、幅広
(春夏冬休みあり) 10 時～12 時 大会・発表の場 伊達市民
い年齢層で女声コーラスを楽しんでいます。練習は午
音楽祭、胆振西部合唱交流コンサート
前中で、子どもの春休み、夏休み、冬休みに合わせて
会費 月 1,000 円 連絡先 遠田直子
休みをとりますので、子育て中の方にも活動しやすく
petite-fleur@rose.odn.ne.jp
なっています。お腹を使ったコーラスの呼吸法は、体
にバッチリ効きます。健康とアンチエイジングに、ご
-------------------------------------------------------------------------------------------人のコーラス fiato（ふぃあと）とのコラボもあり！
だて☆キッズコーラス（だてきっずこーらす）
活動場所 なないろ児童館
対象 小学生以上（幼稚園児
令和 3 年度中は休会していたので状況についてはお問
応相談） 人数 20 名 日時・頻度 週 1 回（月）18：00〜
い合わせ下さい。練習でうたう曲は、合唱曲からポッ
19：30 大会・発表の場 伊達市民音楽祭・キッズコーラ
プス、アニメソング、わらべうたなどいろいろなジャ
スコンサート他 会費 入会金 1,000 円、月 1,000 円程度
ンルから選曲しています。振り付けをしたり、ボディ
連絡先 高橋由希子 ｜藤田美佳 ｜合田留美子
パーカッションなど、いろいろな表現を交えながら
g-blood.bkb-bunbun@ae.auone-net.jp
「生き生きとした音楽活動が楽しめる」そんな、キッ
https://datekids.exblog.jp
ズコーラスです。キッズのお母さん達からうまれた大
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 カルチャーセンター、京王幼稚園 対象 女性の
方ならどなたでも 人数 16 名 日時・頻度 週 1 回（金）
19：00〜21：30 大会・発表の場 伊達市民音楽祭、胆振
西部合唱交流会、室蘭合唱のつどい 会費 月 3,000 円
連絡先 林淳子

伊達コール・エコー（だてこーる・えこー）

市民講座からスタートしたサークルで、文化振興を目
的に楽しく活動しています。発表の場としては、伊達
市民音楽祭（カルチャーセンター）、胆振西部合唱交
流会などに参加し、室蘭で開催される春秋の”合唱の
つどい”(文化センター)にも出演しております。
--------------------------------------------------------------------------------------------

ｅ・コーラス ｆｉａｔｏ（いーこーらす

ふぃあと）

活動場所 なないろ児童館 対象 高校生以上でコーラスに
興味のある方 人数 15 名 日時・頻度 週１回
大会・発表の場 伊達市民音楽祭、室蘭市民音楽祭
会費 月 1,000 円 連絡先 高橋由季子
藤田美佳子 ｜合田留美子
g-blood.bkb-bunbun@ae.auone-net.jp
https://datekids.exblog.jp

令和 3 年度中は休会していたので状況についてはお問
い合わせ下さい。子どもたちにコーラスの楽しさを！
と結成した、キッズコーラスの母達が「私たちも！」
とスタート。子どもたちとのコラボレーションも楽し
んでいます。e コーラスの "e"には everybody（誰で
も）、easy （気軽に）、energy、enjoy ・・・と様々
な思いを込めました。キッズの保護者に限らず、私た
ちと「息（ fiato）」を合わせて歌ってみませんか！
--------------------------------------------------------------------------------------------

The Angels Family Choir
（じ・えんじぇるす・ふぁみりー・くあいあ）

2018 年北海道胆振東部地震の復興支援コンサート（苫
小牧・新冠・北湯沢で開催）をきっかけに集まった仲
間たちがもっとゴスペルを歌いたい！ゴスペルを知っ
てほしい！と熱い思いが募り結成したゴスペルクワイ
ア（聖歌隊、合唱団）です。10 代～70 代の幅広い世代
の仲間たちが待っています！
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伊達市大滝区優徳町の優徳集会所
大滝クワイアは現在５名、他苫小牧と新ひだか町に
同じ The Angels Family Choir のメンバーが数十名います。
大会・発表の場 これまで胆振東部地震の復興支援コンサ
ートなどを大滝、苫小牧、新ひだかの３クワイア合同
で何度か行ってきました。 会費 入会金 1,000 円、月
会費 2,000 円 連絡先 川田玲子｜ i.kozzu@gmail.com
活動場所
人数

伝統芸能
---------------------------------------------

---

市教育委員会に ALT（外国語指導助手）としてアメリ
カから来日されております方達も日本伝統の文化に興
当会は昭和 29 年 3 月創立、琴、三鉱（山田流、生田流、
味を持ち、稽古、舞台出演を楽しんでおります。
宮城会）、尺八（琴古流、都山流）愛好家 60 名超で発
活動場所 自宅（各社中） 対象 年齢・性別を問いません
足しましたが、現在は 30 名と、高齢化に伴い減少して
日時・頻度 月 3～4 回 大会・発表の場 ふるさと伊達芸能ま
おります。当初から、毎年秋の文化祭、又、北海道三
つり、伊達市総合文化祭、全道三曲会（3 年に 1 度、道
曲連盟にも加入し、三年毎に主要都市で行なわれる定
内主要都市） 会費 年 2,000 円、参加費は 5000 円から
期演奏会にも参加しております。又、演奏会のみなら
連絡先 境廣子｜hagisue@agate.plala.or.jp
ず、市内の老人ホームでの訪問交流、小学校の音楽授
業の一環として鑑賞、楽器に触れる体験、又従来伊達
-------------------------------------------------------------------------------------------21 年度エイジレス・ライフ』の認定を受けました。
伊達市さんさ時雨保存会（だてしさんさしぐれほぞんかい）
活動場所 東小学校、東地区コミュニティセンターみら
宮城県の代表的な民謡「さんさ時雨」は、昔から祝賀の
い館 対象 小学 3 年生以上 人数 小中学生 12 名、大人
宴などで披露され、伊達へは開拓の時に持ち込まれまし
20 名 日時・頻度 月 2 回（第 2 ・ 4 木曜日）
た。昭和 54 年、東小学校と宮城県亘理小学校が姉妹校の
大会・発表の場 伊達武者まつり、ふるさと伊達芸能まつ
締結を機に「さんさ時雨」の踊りを小学校の課外活動と
り、依頼による出演等 会費 年 2,000 円
して位置づけ、さらに昭和 63 年に『伊達市さんさ時雨保
連絡先 大人：菊地清一郎
存会』を設立し、仙台亘理の芸能文化を継承しています。
児童・生徒：横内美保
平成 20 年 6 月 27 日伊達市無形民俗文化財指定。また、平
成 21 年には内閣府から、社会参加活動事例として『平成

伊達三曲会（だてさんきょくかい）

伊達すずめ踊り 雅会（だてすずめおどりみやびかい）

大雄寺 対象 3 歳以上 人数 約 20 名 日時・頻度
週 1 回(金)18～19 時 大会・発表の場 正月の潮香園の訪問
交流、7 月大雄寺のお祭り、当別町との交流会、むちゃ
祭り、11 月ふるさと伊達芸能まつり
連絡先 奥村美紀子
活動場所

すずめ踊りは、今年で結成 15 年目を迎えます。小学 1
年生から 78 歳の方まで、週 1 回の練習で元気に楽しく
踊っています。2019 年には伊達小学校の運動会で 1 ・2
年生全員とグラウンドで賑やかにすずめ踊りとすずめ
音頭を踊りました。
-------------------------------------------------------------------------------------------れてみたい方、何歳からでも、どなたでも歓迎です。
伊達市邦楽邦舞協会（だてしほうがくほうぶきょうかい）
人数 当協会は、日舞会、三曲会、杵家会の合同会員で
日舞会、三曲会、杵家会の合同会員のため、各団体に
成っております。 日時・頻度 各々の予定に沿って活動
よって活動が異なりますが、室蘭邦楽邦舞公演の出演
してます。 大会・発表の場 各団体での発表会、伊達ふる
や、札幌での北海道大会・東京国立劇場出演など各々
さと芸能まつり、敬老会、施設訪問交流、ボランティ
に羽ばたいております。また、地元では「ふるさと伊
ア発表など 会費 各団体で異なる 連絡先 古屋喜美
達芸能まつり」や施設への訪問交流などで皆さんに元
（若柳美翔）
気を届けております。
活動場所 カルチャーセンター 対象 日本の伝統文化にふ
-------------------------------------------------------------------------------------------指定されました。保存会は伊達仙台神楽を後世へ伝える
伊達仙台神楽保存会（だてせんだいかぐらほぞんかい）
ため、関内小の子ども達に指導しています。
伊達町誕生 100 年目の年に復活した伊達仙台神楽の保存
活動場所 関内小体育館 対象 10 才～65 才 人数 32 名
会です。伊達仙台神楽は明治初期、仙台藩亘理から伊達
日時・頻度 年 12 回 大会・発表の場 伊達武者まつり、伊達
に移住してきた人たちにより伝えられたもので、五穀豊
神社祭典、ふるさと芸能まつり 会費 年 2,000 円
穣や豊漁を祈願しようと代々受け継がれてきました。戦
連絡先 近江幸男
争などで一度は中断したものの、昭和 44 年関内青年団に
より復活。昭和 46 年「伊達市無形民俗文化財」第 1 号に
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伊達謡曲会 宝生流（だてようきょくかい

ほうしょうりゅう）

絡をお待ちしています。 活動場所 カルチャーセンター
対象 年齢・性別を問いません 人数 部員 4 名
日時・頻度 月 1 回 大会・発表の場 市民発表会時、舞台で
発表します 会費 月 1,000 円
連絡先 佐藤誠

伊達謡曲会は、観世流と宝生流の 2 団体で構成してい
ます。毎年 7 月には西胆振謡曲大会、11 月には文化祭
謡曲大会・ふるさと伊達芸能まつりで発表の他、各会
毎の月並会、温習会を催しています。会員募集中。伊
達市に引越された方、転勤等で居住されている方、連
--------------------------------------------------------------------------------------------

日舞会（にちぶかい）
各流派の(若柳 2、藤間 1)のお稽古場の他、会館等で活
動を行っています。会員は小 2 から大人の方まで(2022
年 2 月時点)。音頭や民謡、歌謡曲などから古典に到る
までご指導しております。 活動場所 各流派の先生宅、又
は会館等 対象 年齢・性別を問いません 人数 会員 20 名

回数は各お稽古場によります
ふるさと芸能まつり、弥生の会、各流派
の発表会など 会費 各教室により異なります。例）若
柳玲翔教室の場合、月３回で小学生まで 3,500 円、中学
生以上 5,000 円 連絡先 横内美保
mippo.jeams.610-821@docomo.ne.jp
日時・頻度

大会・発表の場

-------------------------------------------------------------------------------------------日本詩吟学院北海道道南岳風会伊達支部 職業を越え様々な人とも知りあえます。高齢化社会の
進む中、お年寄りにでもでき、生涯学習として最適で
（にっぽんしぎんがくいんほっかいどうどうなんがくふうかいだてしぶ）
す。年齢を問わず、入会をお待ちしております。
詩歌吟詠の伝習研鑚に努め、趣味親睦を通じて吟道の
活動場所 5 教場 対象 年齢・性別を問いません
普及、発展に寄与することを目的としています。詩吟
人数 35 名 日時・頻度 週 1 回 大会・発表の場 伊達支部吟
は難しくも堅くもありません。漢詩や短歌、俳句を大
道大会、吟詠発表会、ふるさと芸能まつり出吟
きな声で読んだり吟じたりするものです。声をだす素
会費 各教場で異なるが、支部会費として月 1,000 円、
晴らしさを実感し、ストレス解消、有酸素運動効果が
他に教場維持費として 500～1,000 円程度
あり、冠婚葬祭の席でも活用することができ、世代、
連絡先 佐藤京子

日本詩吟学院北海道道南岳風会伊達支部 大滝洗心会
（にっぽんしぎんがくいんほっかいどうどうなんがくふうかいだてしぶ おおたきせんしんかい）

大滝区基幹集落センター 対象 年齢・性別を問
いません。どなたでも歓迎します。 人数 4 名（80 代、
男 2 名女 2 名） 日時・頻度 週 1 回（火）14：00～15：
00 練成日 大会・発表の場 伊達支部吟道大会（毎年 10
活動場所

月）、吟詠発表会（毎年 5 月）、吟行会（毎年 6 月）、
その他吟詠勉強会 会費 岳風会総本部年会費：2,000 円、
道南岳風会分担金：年 600 円、伊達支部会費：月 1,000
円、大滝洗心会費：月 1,000 円。他、吟道大会懇親会費、
吟行会参加費。 連絡先 菅原弘光

ダンス
--------------------------------------------------------------------------------------------------------日時・頻度 毎週土曜 13:00～16:00 大会・発表の場 春 5 月
伊達市ダンススポーツクラブ
と秋 9 月とクリスマス 12 月の年 3 回のダンスパーティ
（だてしだんすすぽーつくらぶ）
ーを市総合体育館で 13 時～16 時 15 分まで、参加費
老後の健康のため、60～70 才代の他のサークルでも活動
1000 円で開催し参加費一部の 1 万円を毎回社会福祉競
をしている皆さんが楽しく健康維持増進のため参加して
技会に寄付を続けています。 会費 はまなす館の参加費
自由に生き生きとダンスを楽しんでいます。ダンスをこ
は参加した時のみ一回５００円です 指導料含みます
れから覚えたいと思う方の御参加をお待ちしています。
連絡先 入澤清一｜ sekai@au.com
活動場所 黄金地区コミュニティセンターはまなす館
対象 年齢・性別を問いません 人数 10 名程度
-------------------------------------------------------------------------------------------するもの。全員 2 人 1 組（女性役・男性役）になっての
伊達ラウンドポピー（だてらうんどぽぴー）
サークル（円）を作って踊るダンス。
ワルツ、タンゴ、クイックステップ、スローフォック
活動場所 カルチャーセンター（リハーサル室）
ストロット、ボレロ、ルンバ、チャチャチャ、パソド
対象 年齢・性別を問いません 人数 15 名
ブレ、ジャイブ、スローツーステップ等、各種目の曲
日時・頻度 月 4 回（毎週木曜）13:00～15:00
にラウンド協会から送られてくるキューシート（踊り
会費 無料 連絡先 盛几恵子
方を振り付けたもの）に従って、指導者が会員に指導
--------------------------------------------------------------------------------------------
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みらい館ホール 対象 現在は 50～90 歳代で活動
人数 会員約 45 名（女性 25 名・男性 20 名）
50～90 歳代の男女で構成し、活動歴は 22 年です。毎週
日時・頻度 例会（毎週木曜）18:30～20:30
木曜日の例会と年 3 回のダンスパーティー（カルチャー
大会・発表の場 1.チャリティーダンスパーティー（年 2
センター大ホール）、近隣市町村へのダンスパーティ
回）現在 51 回目・毎回 250～300 人、チャリティパー
に参加しています。近隣の市町村へ年約 50 回のダンス
ティーの益金を社会福祉協議会へ寄付、現在総額 360
パーティに参加し交流を計っています。財団法人日本
万円。2.新春ダンスパーティー 1 日開催（今年で 14 回
ボールルームダンス連盟公認の地域指導員 2 名が在籍。
目）3.毎月 1 回交流パーティー年 12 回、参加人数 50～
2021 年度の活動は未定のため、興味のある方は一度ご
70 人参加。 会費 月額 2,000 円
連絡ください。 活動場所 東地区コミュニティセンター
連絡先 松岡利平｜rihei.0803@ezweb.ne.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------人数 26 名 日時・頻度 夜の部 （水）19:00 ～ 20:30、昼
フラワーダンスサークル（ふらわーだんすさーくる）
の部 10:00 ～ 11:45。月４回 大会・発表の場 年２回、
社交ダンスの技術向上が第一目標ですが、ダンスを通
当会主催のダンスパーティーにて、フォーメーション
じて健康維持と会員相互の親睦を深めることを目的と
ダンス等の発表の機会もあります。 会費 月 2,000 円
しています。 対象 社交ダンスを愛する方は全てが対象
連絡先 清川哲男｜kiyo_pc@taupe.plala.or.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 カルチャーセンター リハーサル室 対象 女性
カ・ウル・リコ・カパライ・「プエオ」
人数 20 名程度 日時・頻度 週 2 回（月）10:00〜11:30、
（カウルリコカパライプエオ）
（水）19:00〜20:30 大会・発表の場 市民総合文化祭、
週に 2 回、昼と夜に活動しています。夜はお勤め帰り
NPO 法人北海道フラ協会のイベント、伊達武者まつり
の方も参加できます。ママ達は、子どもを連れてのレ
など市内のイベント多数、その他訪問交流など
ッスンを楽しんでいます。小さなお子様を連れていら
会費 月 3,000 円 連絡先 田上和子
っしゃる方も一度体験してみませんか？もちろん無料
中里弘子
体験 OK です。

伊達ダンス愛好会（だてだんすあいこうかい）

--------------------------------------------------------------------------------------------

カ、プア、ケア リコフラダンス
（かぷあけありこふらだんす）

カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いま
せん 人数 約 15 名 日時・頻度 月曜 14:00〜16:00、火曜
10:00〜12:00 大会・発表の場 伊達ふるさと芸能まつり、
施設訪問交流 会費 月 3,800 円
連絡先 南理恵子
活動場所

ハワイのクムより、直接指導を受け、本場のフラを伝
えています。わかりやすく、ていねいに、楽しく基礎
から、ゆっくり進めています。初心者の方も、すぐに
仲良くなれます。無料見学体験レッスンできます。
-------------------------------------------------------------------------------------------す。見学・体験などお気軽にお問い合わせください。
Moani Ke'Ala フラサークル
活動場所 カルチャーセンター、登別市民会館
（もあにけあらふらさーくる）
対象 小学生以上 人数 25 名 日時・頻度 週 2 回
「楽しいのが一番！」と週 2 回活動しています。皆さ
大会・発表の場 札幌地下歩行空間、伊達武者まつり、室
んに笑顔をお届けするには、まず、自分達が楽しまな
蘭港まつり、施設訪問、サークル主催のチャリティイ
くては！と練習に励んでいます。2016 年から、サーク
ベント 会費 小学生：月 2,500 円、一般：月 3,500 円
ル主催のチャリティイベントを秋に開催しています。
連絡先 桔梗原ひろみ
ライフワークとしているフラダンスで、少しでも何か
hiluhilu11412@yahoo.co.jp
のお役に立ちたいと考えています。私達と一緒にフラ
http://moanidate.blog.fc2.com
ダンスを始めてみませんか？ 週 2 回の参加でも同額で
--------------------------------------------------------------------------------------------

市武道館 対象 年齢・性別を問いません
人数 約 23 名 日時・頻度 月曜、13:00～15:00
（だてしふぉーくだんすどうこうかい）
大会・発表の場 全道大会、道中央地区大会、毎年創立パ
昭和 61 年 11 月 20 日に創立した団体です。初心者の方
ーティーを行います（年に 1 度）。その他、全道各地で
には基本のステップを学んでもらっています。いつで
パーティーが行われます。 会費 毎月 500 円
も、どなたでもご参加ください！初心者募集中です。
連絡先 大友良子
-------------------------------------------------------------------------------------------（未成年は保護者の同意が必要） 人数 15 名
だて七福神（だてしちふくじん）
日時・頻度 5〜12 月までは週 2 回、他月 1 回程度
「だて七福神」は YOSAKOI チームです。伊達市を中心
大会・発表の場 伊達武者まつり、札幌 YOSAKOI ソーラン
に近隣のイベント等に参加しています。10 代から 30 代
祭り、他各地域のイベント等 会費 年度により変更あ
と幅広い世代のメンバー構成となっています。
り。上限 15,000 円 連絡先 稲葉勇二
YOSAKOI が初めての方も、ぜひ参加してください。
kkk39-se.129@ezweb.ne.jp
活動場所 市総合体育館、関内小学校 対象 中学生以上

伊達市フォークダンス同好会

活動場所
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伊藤まゆみバレエ研究所 伊達教室
（いとうまゆみばれえけんきゅうじょ だてきょうしつ）

クラシックバレエのレッスンを行いながら日頃の練習
成果を自主公演、文化祭、イベントなどで発表、コン
クールにも参加し多くの賞をいただいております。
2020 年に末永町にスタジオを新築しました。これから

より一層充実したレッスンを行いバレエを通して少し
でも伊達市の文化活動に役立つことを願っております。
活動場所 伊達教室：伊達市末永町 12-147 対象 3 才以上
の男女 人数 36 名 大会・発表の場 自主公演、文化祭、イ
ベント、コンクール 会費 入会金 5,000 円、レッスン
料 4,400 円～ 連絡先 伊藤まゆみバレエ研究所

-------------------------------------------------------------------------------------------梅本町 39-1 興信商事ビル 3 階 片沼ダンススクールさ
Dance Studio DOC'S（どっくす）
んのスタジオ、DOC'S 室蘭教室：DANCE STUDIO
HipHop ダンスを中心とした Street Dance 教室です。小
DOC'S 室蘭市中島町 1 丁目 23-20 森永ビル 3F
学生から大人の方まで、幅広い年齢層の方に来ていた
対象 小学生以上 大会・発表の場 地域のお祭り、発表会、
だいています。地域のお祭り、発表会、ダンスの大会
ダンスの大会に出場
などたくさんの場で活動させて頂いています。ダンス
連絡先 宮坂啓多｜ docs.sds@gmail.com
の楽しさをたくさんの方々に知って頂けるようレッス
dance_studio_docs (Instagram/facebook)
ン、活動しています 活動場所 DOC'S 伊達教室：伊達市
--------------------------------------------

クラフト
------------------------------------------------

クラフト和華 伊達教室
（くらふとわか だてきょうしつ）

カルチャーセンター、だて地域生活支援センター
小学生以上、初心者 OK 人数 7 名
日時・頻度 第 2 土曜、13:00～15:00
大会・発表の場 伊達市民サークルまつり。室蘭市、登別
市に於いても作品展示発表してます。
会費 3,000 円/月、別途会場費
連絡先 小川真弓｜yuki0130-kazu5543@docomo.ne.jp
活動場所

対象

パーチメントクラフト教室を 2014 年に発足。伊達市民
サークルまつり、イベント等に参加して数年ごとに各
教室（室蘭・登別）合同発表会を開催。新規会員、体
験希望者を募集しています。「紙で楽しむ手あそびア
ート！！」、興味のある方は是非声を掛けて下さい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達押花「夢工房」（だておしばなゆめこうぼう）

人数 10～15 名 日時・頻度 月 1〜2 回。9:00〜12:00、
13:00〜15:00 大会・発表の場 年 3 回(5 月 だてしんホール、
10 月伊達小美術館、12 月 駅前郵便局) 、プライムそう
べつ（通年） 会費 1 回 1,000 円、材料費別途
連絡先 大場静代

各家庭で咲いた花や野山の花草を押花とし、身近な小
物作りから大きな額作りまで楽しみながら制作してい
ます。体験したい方の受入もしております。
活動場所 伊達押花「夢工房」（伊達市舟岡町 144-10）
対象 お花が好きで押し花に興味のある方
--------------------------------------------------------------------------------------------

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いま
せん 人数 現在 21 名、先生 2 名 日時・頻度 第 1 月曜、
古い布や不要になった布を使い、細かく裂き、新しい
13:00～16:00 大会・発表の場 市民サークルまつり参加
一枚の布に織りあげます。タペストリーやバッグなど
会費 月 300 円（年間 3,600 円）
の作品にしています。
連絡先 谷藤弥生
-------------------------------------------------------------------------------------------ただけます。
伊達切り絵サークル睦会
活動場所 東地区コミュニティーセンター みらい館
（だてきりえさーくるむつみかい）
対象 年齢・性別を問いません 人数 10 名
和紙を切って創る切り絵の学習と作品づくりを行って
日時・頻度 第 4 火曜、13:00～15:00
います。月 1 回、各々が個性を生かして制作完成してい
大会・発表の場 市民サークルまつり
ます。黒い台紙を重ね図案をつくり、黒の線を切り残
会費 年会費 2,000 円
し、その裏側に和紙を貼り、油絵のように仕上げ、鑑
連絡先 吉村厚子
賞して向上につなげています。初心者でも参加してい
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達おり姫会（だておりひめかい）
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対象 一般公募する講習へ参加された成人の方（男女問
わない） 人数 8 名 日時・頻度 毎週火水。5〜10 月中旬
は 13:00〜17:00、10 月下旬～11 月と 3～4 月は 13:00〜
16:00。 大会・発表の場 市民総合文化祭 毎年 9 月
会費 年 3,000 円（12 月〜2 月は休み） 連絡先 だて歴史
文化ミュージアム 担当者
date-museum@city.date.hokkaido.jp

だて藍染同好会（だてあいぞめどうこうかい）

地場産業として伊達の藍染めを広く知っていただく活
動をしています。観光物産館の売店に作品を出品した
り、体験学習館藍工房での講習会や、一般の方の藍染
め体験学習のお手伝いをしています。新会員の募集は、
毎年 3 月に開催する講習会を受講した方を対象としてお
りますので、是非ご参加ください。
活動場所 だて歴史文化ミュージアム体験学習館 藍工房
--------------------------------------------------------------------------------------------

手あみ同好会（てあみどうこうかい）

カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いま
せん 人数 約 14 名
日時・頻度 第 2 ・第 4（水）9:00～12:00
大会・発表の場 市民サークルまつり 会費 月 3,500 円
連絡先 下田育子
活動場所

かぎ針・棒針で、春夏秋冬用のベスト、セーター、帽子
などを作り楽しんでいます。また、年に数回ですが、小
物のアクセサリーや編み上げたベスト等に転写する等、
あれこれ研究し、刺激を受けながら楽しんでいます。

-------------------------------------------------------------------------------------------す。貴方も貴方だけのオリジナル作品をつくってみませ
デコパージュ同好会（でこぱーじゅどうこうかい）
んか？ 活動場所 中央区末永集会所 対象 年齢・性別を
デコパージュとは、紙に描かれた模様などを切り抜いて
問いません 人数 14 名 日時・頻度 第 3 日曜、10:00〜
貼り付け、物の表面を飾る技法で、17〜18 世紀のヨーロ
16:00 大会・発表の場 市民サークルまつり
ッパ中に広まり、特にフランスではマリーアントワネッ
会費 月 1,000 円（材料費別）
トをはじめとする貴婦人の間で流行しました。デコパー
連絡先 丸岡鈴子
ジュの魅力は、身近な素材を使って手軽に出来ることで
-------------------------------------------------------------------------------------------陶芸をやってみたい人、初心者歓迎します。
人数 会員 12 名程度 大会・発表の場 市民サークルまつり
会費 月 500 円（材料費は別）
連絡先 平賀久雄
momo-2004.0104-hisao@d.vodafone.ne.jp

陶芸同好会 せせらぎ焼き

対象

（とうげいどうこうかい せせらぎやき）

手回ロクロを使用して陶器を作成します。陶芸の好き
な人の集まりで和気あいあいと楽しんでます。初心者
歓迎します。 活動場所 カルチャーセンター（実習室 1）
--------------------------------------------------------------------------------------------

活動場所 伊達市南稀府町 対象 男女問わず 100 才を越え
ても OK 人数 各回定員 6 名（総勢 23 名）
日時・頻度 第 2 と第 3 週の月～土、10:00～16:00
会費 教室代 1,000 円/月・粘土代 1500 円/kg(色付けと焼
成も含みます)・１回毎の申込み
連絡先 木村友子 ｜ runrun_kimurchan@uqmobile.jp

陶っ歩や 粘土あそび陶芸教室
（とうっぽや ねんどあそびとうげいきょうしつ）

2003 年に教室が誕生しました。粘土に触れるのが初め
ての方もお仕事の合間の時間でも 100 才を越えても手
作りを楽しみます。人形や時計、花入れや器や灯取り
等々欲しい作品を作ります。1 回ごとの申込みなのでお
気軽にご参加ください。
--------------------------------------------------------------------------------------------

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢性別問わず、ど
なたでも歓迎です 人数 10 名 日時・頻度 第 1 ・3 水曜、
9:00〜12:00。第 1 ・ 3 金曜、13:00〜16:00。
大会・発表の場 市民サークルまつり 会費 月 2,000 円
連絡先 菊池恭子

3-D サークル（すりーでぃーさーくる）

スリーディメンションピクチャーは、3Ｄ用のプリント
や写真、ポストカード、カレンダー等をカットして、
立体絵にするという工芸です。元々デコパージュから
分かれた技法です。これらの作品を皆で集まり制作し
ています。
--------------------------------------------------------------------------------------------

インターネットでも見られます
北海道 移住定住 西いぶり
nishiiburi.jpn.org

伊達市ホームページ
city.date.hokkaido.jp

団体に連絡がつかない、直接は連絡しにくい場合は私たちにご相談ください

✉datecomu@dcpc.jp

☎ 0142-25-6504

発行者：北海道伊達市企画財政部企画財政課

／ 制作・編集（問合せ先）
：
（株）伊達観光物産公社 コミュニティ推進室
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絵画
---------------------------------------------

彩の会（あやのかい）
水彩画の同好会です。春から秋にかけて天気の良い日は
屋外で、冬期や悪天候の時は屋内で描いています。現在
指導者なしで、自主的に運営・活動しています。一緒に
描いてみたい方はいませんか。お待ちしています。

絵手紙同好会「ヘタでいい会」
（えてがみどうこうかいへたでいいかい）

中央区末永集会所、市内屋外 対象 年齢・性別
を問いません 人数 6 名 日時・頻度 週 1 回（木）13:00〜
16:00 大会・発表の場 自主展覧会 6 月、美術協会展
会費 月 500 円
連絡先 市毛三朗｜ ichige_s@yahoo.co.jp
活動場所

カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いま
せん 人数 13 名 日時・頻度 第 2 ・4 金曜、13:30〜15:30
大会・発表の場 市民サークルまつり、伊達小美術ギャラ
リーボランティア 会費 月 2,000 円、教材費別途
連絡先 八木橋順子
活動場所

身近にある物を描き、ひと言添えて投函する。送って
喜ばれ、受け取って感動する絵手紙。絵のうまいヘタ
は関係ありません。ヘタでもいい、自分らしく心を伝
えるということで、会の名前としています。
-------------------------------------------------------------------------------------------ス（水）・（金）9:30～11:30、（日）15:30～11:30／メ
絵画教室 いろえんぴつ art hotaru
ソッドコース 第 1 ・ 3（木）9:30～11:30／チョークアー
（かいがきょうしつ いろえんぴつあーと ほたる）
トコース第 2 ・4（木）9:30～11:30／幼児から小学生絵画
hotaru のアトリエは、自然やアートを通して子ども達の
コース 第 1 ・3（土）9:30～11:30、（日）13:00～15:00
創造力を育てる体験教室です。各絵画コースは、色鉛筆
／hotaru のアトリエ（小学生）（日）10:00～12:00
画を中心にチョークアートやパステルを楽しむことがで
＜室蘭教室＞一般コース 第 1 ・3（月）9:00～11:00 ※
き、初心者の方も安心して受講していただけます。
中高校生は、アトリエ以外全コース参加可能
活動場所 伊達教室（伊達市末永町 33‐13）、室蘭教室
蘭西ギャラリー（室蘭市中央町 2 丁目 8－10）、その他、 大会・発表の場 絵画教室いろえんぴつ art hotaru 生徒
作品展 会費 全コース 受講料 ～ 各回 1,300 円
イベント活動や講師等、伊達市、室蘭市、豊浦町を中
連絡先 塩谷恭子
心に活動しています。 対象 伊達は、幼児から高齢者
kyokoshioya@tune.ocn.ne.jp
（大人は女性）まで。室蘭は、一般（男女）
hotaru のブログ http://ameblo.jp/iroenpitu-art
人数 約 30 名 日時・頻度 ＜伊達教室＞レディースコー
-------------------------------------------------------------------------------------------季節ごとに屋外での写生も実施しています。
水彩画クラブ「ふじの会」
活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いま
（すいさいがくらぶ「ふじのかい」）
せん
人数 9 名 日時・頻度 月 2 回（第 1 及び第 3 火曜
透明水彩絵の具で絵を描くことを楽しむサークルです。
日）13:00～16:00 大会・発表の場 市民サークルまつり
水彩画の基本から風景、静物、人物等、題材は様々で
会費 月 1,500 円 連絡先 宮本ゆみ子
-------------------------------------------------------------------------------------------対象 高校生以上で、主に胆振西部地域の方（室蘭市、
伊達美術協会（だてびじゅつきょうかい）
登別市の方も可）、公募展への出品を通して新規会員
4 月：総会と会員小品展、7 月：伊達の百景展、10 月：美
募集しています。 人数 約 28 名
術協会展と公募展。時期は不定期ですが、写生会と美術
博物館等の鑑賞を主とした研修旅行。グループの活動を
大会・発表の場 伊達美術協会展、企画展ほか
後援する企画展の開催や忘年会又は新年会を開催。
会費 年会費 3,000 円 連絡先 佐藤光雄
活動場所 カルチャーセンター（研修旅行もあります）
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 カルチャーセンター 対象 油絵の好きな方なら
ビビット会（油絵の会）（びびっとかい（あぶらえのかい））
どなたでも歓迎です。
人数 7 名 日時・頻度 月 2 回
油絵を描いているサークルです。経験を問わずアットホ
大会・発表の場
年１回
展覧会を全員で行っている
ームな雰囲気でお茶の時間もありますので、ぜひお気軽
に見学にいらしてください。なお、講師は道展会員の赤
会費 月謝として￥3500
谷良文先生です。どうぞよろしくお願い致します。
連絡先 山口悟巳
-------------------------------------------------------------------------------------------未経験の方、歓迎いたします。 人数 現在 10 名程度
COCORO 絵画教室（こころかいがきょうしつ）
（中高生 3 名、一般 7 名） 日時・頻度 毎週土曜 13:00
個々の絵画制作の目的に合わせご指導いたします。美
～15:30 大会・発表の場 年１度、教室展開催。個々で個
大受験希望者にも対応し、デッサン、絵画理論を学び
展、公募展出品（有島絵画展、道展Ｕ21 展、二科展、
ます。一般の方には、初歩からご指導させていただき、
新道展等） 会費 中高生：月 9,000 円（月４回）、一
個性を伸ばす絵画制作を目指しています。初心者・未
般：月 5,000 円（月４回） 連絡先 今泉心
経験の方、歓迎いたします。 活動場所 末永集会所
siribesi11@yahoo.co.jp｜ http://cocoroartdt.jugem.jp
対象 中学生以上で絵画に興味をお持ちの方。初心者、
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書道・茶道・華道
-----------------------------------------

雨峰書道同好会（うほうしょどうどうこうかい）

どなたでも（歳を重ねている方でも！）お気軽にお問
い合わせください。大歓迎です。 活動場所 カルチャーセ
ンター 対象 年齢・性別を問いません 人数 約 8 名
日時・頻度 月曜日 9:30〜11:30 大会・発表の場 国際現代書
道展、高野山競書大会、半紙コンクール、近江神宮全
国大会、市民サークルまつり 会費 月 2,000 円
連絡先 佐藤勝義（雨峰)

雨峰書道同好会は、会員相互の理解と親睦を深め、書
道の研鑽をはかることを目的としています。臨書、創
作、実用書道、ボールペン字、大字書や調和体書、か
な等、自分の好きなところから始められるので、生涯
学習として最適です。各々の好みに応じたところから
スタートする、楽しい仲間を求めている同好会です。
-------------------------------------------------------------------------------------------く、文字の中にる、言葉を書体にて表現する。
錦堂書道会（きんどうしょどうかい）
活動場所 カルチャーセンター 対象 30 才～80 才
月刊誌を手本に楷書、草書、隷書、近代詩文等さまざ
人数 10 名 日時・頻度 週 1 回 大会・発表の場 市民文化祭等
まな書体を書き、週一回、カルチャーセンターにて先
会費 月 2,500～3,500 円
生に添削をしてもらう。きれいな文字を書くのではな
連絡先 小林正利｜ kbys-msts.0215@honey.ocn.ne.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢、性別問いませ
伊達書道連盟（だてしょどうれんめい）
ん、初心者歓迎しています。 人数 50 名
伊達書道連盟は有志が集い書道の発展、普及を目的と
日時・頻度 展覧会、研修会等を年 4〜 6 回開催しています
して活動しています。北海道書道展及び国際現代書道
大会・発表の場 カルチャーセンター 会費 年 2,000 円
展等移動展を開催したり研修活動を行っています。初
連絡先 石井翠星
心者歓迎です。
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 カルチャーセンター、迎賓館、相馬神社、末
茶道裏千家淡交会 伊達支部
永会館
対象 年齢・性別を問いません 人数 140 名
（ちゃどううらせんけたんこうかい だてしぶ）
日時・頻度 定例会、季節の茶席等 大会・発表の場 研修会、
私たちの会では様々な活動を通じて茶道の良さを知り、
呈茶席等 会費 行事によって参加料あり
広め、仲間とともに日本文化を学んでいます。たくさ
連絡先 渡辺宗範
んの皆様のご入会を御待ちしています。 伝統文化を体
験したい方大歓迎です
-------------------------------------------------------------------------------------------いません 人数 約 8 名 日時・頻度 月 2 回 第 2 ・第 4
茶道同好会 季の会（さどうどうこうかいときのかい）
（水）18:30～20:30 大会・発表の場 茶道裏千家淡交会伊
茶道の稽古をしながら会員同士の親睦を和気あいあい
達支部茶会等のお手伝い 会費 年会費 1,000 円
と行っています。興味のある方は男女を問わず見学を
連絡先 三島玲子
お待ちしております。
活動場所 カルチャーセンター和室 対象 年齢・性別を問
-------------------------------------------------------------------------------------------常の稽古の他、信金ホールでの花展、文化協会主催
伊達華道協会（だてかどうきょうかい）
「いけばな展」にも出瓶しています。「古流松藤会」
当華道協会は現在 3 流派（池坊、小原流、古流松藤
は 3 流派とともに文化協会主催「いけばな展」に出瓶。
会）で活動してます。「池坊」は、伊達文化協会主催
また、通常の稽古や小学校の入学式・卒業式の会場に
「いけばな展」支部展・道展・七夕展・各地の花展に
花生けや有珠善光寺などにも花生をやっています。
出瓶。更に、ボランティアとして病院関係等に「いけ
活動場所 各教室 対象 5 歳以上 人数 120 名
ばな」奉仕活動を行い、伊達日赤病院からは、30 年以
大会・発表の場 三流派合同の市民総合市文化祭、各流派
上の活動がみとめられ、武智茂院長より感謝状を受け
による花展、協賛花展 会費 各流派による
ています。「小原流」は全国で「伝統文化いけばな子
連絡先 風間史郎｜ usu.8114.sk@docomo.ne.jp
供教室」を 3 か所の会場で年 10 回行われています。通
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短歌・俳句
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達短歌会（だてたんかかい）
月例会では、課題詠、自由詠を各一首提出して合評し
ています。知短歌連盟の行事に参加しています。

活動場所 市民活動センター 対象 成人 人数 3 名（平均
年齢 82 才） 日時・頻度 月 1 回（月末土曜日）
大会・発表の場 新聞 会費 なし
連絡先 太田智

------------------------------------------------を定めて合評しております。尚、連盟には、市内 3 団体
が加入しており、各サークルごとに月例会を開き活発
に活動しています。 活動場所 カルチャーセンター
対象 年齢・性別を問いません 人数 20 名
日時・頻度 年 3 回 大会・発表の場 市民総合文化祭
会費 年 1,500 円 連絡先 浮田和子

伊達短歌連盟（だてたんかれんめい）

連盟の活動としては、市文化祭行事として短冊に歌を
書き、年 1 回カルチャーセンターに展示しています。ま
た、吟行会は、カルチャーセンター付近で短歌を一首
つくり順位を定めて合評しております。さらに、市民
短歌大会を開催しており、事前に一首を投稿し、順位
--------------------------------------------------------------------------------------------

日時・頻度 月 1 回(第 2 日曜日)13:30～15:30。ただし、出
席人数が 3 名以下の場合、中止することがあります
大会・発表の場 市民吟行歌会、市民短歌大会参加、市民
文化祭作品展示発表 会費 年会費 1,000 円
連絡先 浮田和子

木賊短歌会（とくさたんかかい）

木賊（とくさ）短歌会伊達支部は、短歌の会です。短
歌を作ったり、短歌の鑑賞や、お互いの作品を合評し
あい、勉強しています。本部に毎月作品を送り研鑚を
積んでいます。 活動場所 カルチャーセンター
対象 年齢・性別を問いません
-------------------------------------------------------------------------------------------会も行われている）もあります。入会希望者はどなた
伊達俳句会（だてはいくかい）
でも歓迎いたします。特に若い方の入会は大歓迎です。
伊達俳句会は、会員相互の理解と親睦を深め、俳句の
活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いません
研鑚をはかることを目的としています。活動歴は 35 年、
人数 約 20 名 日時・頻度 月 1 回(第 3 日曜日)13:30～
40 代〜90 代までの会員が活動しています。カルチャー
大会・発表の場 市民総合文化祭、近隣の市町の俳句大会等
センターを会場に、原則毎月第 3 日曜日 13：30 から月
会費 月 400 円 連絡先 中村幸雄
例句会を、このほか特別句会（春秋の吟行句会、忘年
-------------------------------------------------------------------------------------------ています（都度決まりますのでお問い合わせください）
西胆振壺俳句会（にしいぶりつぼはいくかい）
会費 月 500 円 連絡先 正岡マチ
活動場所 有珠地区コミュニティセンター白鳥館 対象 年
齢・性別を問いません 人数・頻度 10 人、月１回活動し

インターネットでも見られます
北海道 移住定住 西いぶり
nishiiburi.jpn.org

伊達市ホームページ
city.date.hokkaido.jp

団体に連絡がつかない、直接は連絡しにくい場合は私たちにご相談ください

✉datecomu@nishiiburi.jpn.org
発行者：北海道伊達市企画財政部企画財政課
進室
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囲碁・将棋
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達囲碁クラブ（だていごくらぶ）
日本棋院伊達支部の道場として平成 7 年開設。囲碁愛
好家の共同経営で和気あいあいで明るい雰囲気の囲碁
クラブです。毎日、思い思いに対局するほか、毎月開
催の月例大会、級位者のみの大会、会員交流懇親会、
初心者教室など各々の好みに応じたスタイルで楽しめ
ます。なお、全道大会、全国大会につながる室蘭地区
予選は 5 回開催しています。
----------------------------------------------

伊達将棋道場（だてしょうぎどうじょう）
現在会員 13 名で将棋の普及、棋力向上及び親睦を深め
ながら活動を進めております。会員の中には有段者も
おり、特に初心者に対し丁寧に教え、棋力がついてき
たら駒落ち等で対局しながら教えます。参加希望者は
年齢・性別問わず常に募集しています。
活動場所 伊達市西浜町 58-4 ユニットハウス

伊達囲碁クラブ（末永町 73、旧小熊接骨院）
小学生から高齢者まで 人数 75 名 日時・頻度 月曜
日を除く毎日、12:00〜17:00 大会・発表の場 月例大会、
級位者大会、全道大会予選他 会費 会費：支部会員費
年 2,400 円〜(購入する雑誌などによる) 、席料：支部
会員 年 22,000 円、月額 2,200 円、日額 400 円 (会員外
日額 500 円) 連絡先 日本棋院伊達支部
kacchan0337@outlook.jp
活動場所

対象

年齢・性別を問いません 人数 13 名
週 4 回（火・木・土・日曜日）13:00～15:00
または 16:00 頃まで 大会・発表の場 大会年 4 回実施（南集
会所及びカルチャーセンター） 会費 月 1,000 円（日
本将棋連盟会員登録含む）、会員以外は例会参加費１
回 300 円（小中学生無料）
連絡先 畠山剛弘｜
対象

日時・頻度

歴史・文化財
-------------------------------------------------------------------------------------------をモットーに出来ることから活動していきます。視察、
オコンシベの会（おこんしべのかい）
学習会の開催など自主研修活動は随時行っています。
国指定史跡北黄金貝塚公園の現地解説や、貝塚情報セ
活動場所 北黄金貝塚資料館 対象 高校生以上
ンターの展示解説を行っています。この他、模擬体験
人数 約 8 名 日時・頻度 4 月 1 日～11 月 30 日（この期間
発掘や勾玉づくりなど情報センターが行う様々な体験
は無休）9:00～17:00 会費 なし（現地解説希望の団体
学習をサポートします。昨年はユネスコ世界遺産登録
からは解説料を頂くことになり、担当のガイドには、
になり、コロナ禍にも拘らず、訪問者数が 6 割アップの
交通費として規定額を支給しています）
1 万 4 千人超になりました。今年は緊急事態宣言が無け
連絡先 矢元信一｜heavenmintys2014@yahoo.ne.jp
れば 2 万 5 千人超が見込まれますので、ガイド申し込み
LINE ID:1789123ys
をよろしくお願いします。「無理しない」「楽しく」

伊達郷土史研究会（だてきょうどしけんきゅうかい）
伊達郷土史研究会は、女性や若い方の入会も増えつつ
あり、会員相互の親睦交流にも力を入れています。昭
和 37 年に発足以来、郷土の歴史を中心に各自が探究す
るテーマの調査研究をすすめ、会誌への投稿や市民総
合文化祭における郷土史講座、歴史講演会などを通し
てその成果を発表しているほか、古くは地名に因んだ
歌碑や東本願寺道路起点碑等の建立事業を行ってきて
います。興味のある方、連絡をお待ちしています。
-------------------------------------------------------------------------

活動場所 行事により異なるが、カルチャーセンターを
中心とする市内各所 対象 年齢・性別問わず、郷土史、
伊達の歴史に興味のある方は、どなたでも歓迎です。
人数 33 名 日時・頻度 毎年会誌「伊達の風土」や会報
「郷土史たより」を発刊しているほか、研修旅行や郷
土史講座、歴史講演会などを開催 大会・発表の場 郷土史
講座（市民総合文化祭）、歴史講演会、会誌「伊達の
風土」発刊 180 部。研修旅行年 1 回 会費 年 3,000 円
連絡先 浪越朗｜jh8a-nmks@asahi-net.or.jp
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いただけます。
活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢制限はありませ
（こもんじょかいどくさーくる いろはのかい）
ん。幅広い年代を募集します。 人数 14 名
伊達市に残されている古文書のみならず、いろいろな
日時・頻度 毎週水曜日 13:30～15:00 会費 会費は特にあ
古文書の解読を楽しむことを目的としています。会員
りませんが、資料コピー代で毎月 300 円程度必要です。
は現在 30 代から 70 代、市外の会員もいて気楽にご入会
連絡先 田村一彦｜shinkuro_tamura@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------跡や文化財のガイドを担当するメンバーや、グッズ開発、
だて歴史文化ミュージアム・コンシェルジュ・クラブ
イベント企画などを実施するメンバーも随時募集してい
（だてれきしぶんかみゅーじあむ こんしぇるじゅ くらぶ）
ます。皆様のご入会をお待ちしております。
だて歴史文化ミュージアムの展示解説や、隣接する旧伊
活動場所 だて歴史文化ミュージアム 対象 高校生以上
達邸跡の解説、さらに、まちのおおすすめスポットを紹
日時・頻度
会員毎（随時） 連絡先 だて歴史文化ミュージ
介するガイドの団体です。この会では、ミュージアムを
アム 担当者｜museum.concierge.date@gmail.com
飛び出して史跡北黄金貝塚公園や有珠善光寺など他の史
https://fb.com/date.museum.concierge
-------------------------------------------------------------------------------------------めています。
伊達刀剣甲冑保存会（だてとうけんかっちゅうほぞんかい）
活動場所 カルチャーセンター、だて歴史文化ミュージ
仙台藩亘理領主伊達邦成公を始めとして、明治 3 年か
アム（体験学習館） 対象 刀剣類を所持する方、本会の
ら実に 3 千余名の北海道移住という開拓の文化財継承の
趣旨に賛同する方 人数 53 名 日時・頻度 不定期
大切さを受け止めた方々により昭和 46 年に結成。市民
大会・発表の場 刀剣展示会 会費 年 4,000 円
総合文化祭において”刀剣展示会”を開催しています。
連絡先 片平道生｜cfn25728@gmail.com
年 2 回（春、秋）会員所有の日本刀・槍等の手入会を開
催し、伊達市の文化財でもある刀剣類の保存継承に努
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 カルチャーセンター、市民活動センター、噴
噴火湾考古学研究会（ふんかわんこうこがくけんきゅうかい）
火湾文化研究所 対象 高校生以上 人数 約 50 名
伊達は、約 100 の縄文遺跡が確認されている縄文のまちで
日時・頻度 不定期（年間６回程度）
す。縄文時代は戦争の痕跡がなく、自然と共生し、芸術性
大会・発表の場 だて噴火湾縄文まつり、道内外の遺跡・
の高い土器等を作っていたと考えられています。縄文文化
博物館探訪ツアー、縄文講演会（年２回程度）、ツア
は日本文化の原点で有り、未来に伝えるべき財産です。縄
ー、散策会報告発表会、市内遺跡・史跡散策会
文文化を学習し、その価値を発信し市民と共有する活動や、
会費 年 3,000 円
世界遺産登録に向けた市民レベルの支援を行っています。
連絡先 洞口雅章｜ masa@horaguchi.jp
会員は、縄文に魅せられた普通の市民です。
-------------------------------------------------------------------------------------------にご連絡ください。 人数 4 名 日時・頻度 不定期
地域の歴史を知るサークルレキシロー
大会・発表の場 写真展（市内各所）、だて歴史文化ミュ
（ちいきのれきしをしるさーくる れきしろー）
地域の歴史を知ろうというサークル「レキシロー」は、 ージアムへの協力活動などを検討しています。
会費 特になし（都度検討） 連絡先 事務局
伊達市や周辺地域さらには北海道の歴史を知り、共有
rekisiro@pradsma.com
し、今と未来に活かすために活動をします。2021 年よ
https://sites.google.com/view/rekisiro
り、古い写真の寄贈を受け付ける活動を始めました。
https://fb.com/suriage
活動場所 伊達市内および近郊 対象 「伊達市や周辺地域
https://twitter.com/datenousuriage
さらには北海道の歴史を知り、共有し、今と未来に活
https://www.instagram.com/datenousuriage
かす」という趣旨に賛同する方ならどなたでもお気軽

古文書解読サークル いろはの会

伊達「平和の鐘」をまもる会
（だてへいわのかねをまもるかい）

悲惨な戦争体験を伝え、平和の大切さを再認識する機
会として、多くの企業・法人の支援を得て、伊達空襲
犠牲者追悼平和を考える市民の集いを開催しています。
音楽活動家の好意により作詞作曲されたテーマ曲「7 月
14 日の朝」「響け・平和の鐘」を、社会・学校の平和
学習にも活用されるよう、また、原爆投下などの日を
鳴鐘の日として、多くの市民が平和祈念に集まるよう
啓発に努め、このまちの「平和の日」の誕生を目指し
たいと思っています。
------------------------------------------------------------------------
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活動場所 伊達市網代町十字交差点公園広場、市民活動
センター 対象 市民、市外町民（年齢性別は問わない）、
各種企業、団体 人数 18 名
日時・頻度 イベント 1 回、鳴鐘活動 8 回、イオンイエロ
ーレシートの日（毎月 11 日）店内広報活動
大会・発表の場 7 月 14 日：伊達空襲犠牲者追悼平和記念
市民の集い、7 月 15 日：平和を考える市民の集い、そ
の他に上映会・パネル展を他団体と連携して開催
会費 【一般会員】年 1,000 円 【企業団体】年 5,000 円
【中高生、大学生】会費無料 ※イベント参加は無料
連絡先 渡辺達也 ｜ tatsuya_wata09@yahoo.co.jp

自然
-------------------番ですが、夏秋も野草や秋の実も楽しめます。どなた
でもおいで下さい。2021 年は孟宗竹竹林の整備も行い
ました。イオン様よりイエローレシートキャンペ ーン
旧伊達邸庭園には、多くの種類の樹木があり小さな森
や伊達市より材料や保険の支援を受けております。冬
を作っています。市の史跡でもあるこの庭園の森を大
の自然勉強会の構成団体です。2017 年から有償ボラン
切にしながら、桜を始め多種の樹木・野草の花や実、
ティアとしての活動を行っています。
それを好む野鳥・エゾリス・トンボなどの昆虫が楽し
活動場所 史跡歴史の杜公園 だて歴史文化ミュージアム
める、より豊かな環境作りを目指しています。2002 年
裏 旧伊達邸跡（野草園） 対象 高校生以上 人数 20 名
よりボランティア活動開始。野草園つくりはほかの自
日時・頻度 2021 年度 27 回実施
然を大切に、できるだけ種から育て、土作り、草取り、
連絡先 木村益巳｜ m-kimura@palette.plala.or.jp
柵の整備も行っております。野草は 80 種以上。春が一
-------------------------------------------------------------------------------------------生と幼児 日時・頻度 月～金：17:30～19:00、小学生の
NPO 法人 いきものいんく
体育教室／木：15:30～16:30 未就学児の体育教室／木
（えぬぴーおーほうじん いきものいんく）
金：放課後から 18 時 小学生以上対象のいきもの塾
伊達市を拠点に環境教育を行っています。小学校での
（自然環境や野生動物等について学ぶ）
授業の他、主催のキャンプや日帰り学習会を通して、
会費 各環境学習行事：行事ごとに参加費がかかります。
生き物どうしの「つながり」や外来生物問題、ロード
／体育教室：月 3000 円／いきもの塾：月 7000～8000 円
キル（野生動物の交通事故）など、人間の活動が引き
連絡先 加藤康大｜info@ikimonoinc.jp
起こす環境問題について伝えています。
http://ikimonoinc.jp
| http://fb.com/555984747786691
活動場所 伊達市内及び近隣地域(事務所所在地は伊達市
清住町) 対象 行事内容により異なるが、主に小・中学
-------------------------------------------------------------------------------------------個人と団体会員で構成しています。
水車・アヤメ川自然公園を育てる市民の会
活動場所 水車・アヤメ川自然公園、その他
（すいしゃ・あやめがわしぜんこうえんをそだてるしみんのかい）
対象 すべての年齢 お子さんは、保護者と一緒 人数 個人
水車アヤメ川自然公園は、春は、エンレイソウやイチ
会員 21 名、団体会員： 2 団体（NPO 森・水・人ネット、
ゲ など山野草が見られ、市民の散歩コースにもなって
中央 3 区自治会） 大会・発表の場 植樹、草刈り、観察
いる自然豊かな場所です。年間を通じ、エゾリスや野
会・学習会。その他公園を利用した音楽会など広く市
鳥、昆虫も見られ、開拓の歴史も感じられる市民にと
民に呼びかけて、実施します。 会費 基本的に無料です
って大切な場所です。また、市民運動で自然公園が実
連絡先 共同代表：木村・藤田・横山・伊藤・大蔵・福田
現した経緯もあり、市民の手で、この歴史ある水車ア
sizenkouen@ydate.sakura.ne.jp
ヤメ川自然公園の魅力を高め、守り育てていく活動を
https://fb.com/ayamegawa
伊達市と協働し、ボランティア精神で行っています。

だて記念館びおとーぷクラブ
（だてきねんかんびおとーぷくらぶ）

-------------------------------------------------------------------------------------------ています。楽しく価値ある活動を目指しています。一
NPO 法人 森・水・人ネット
般の方の参加も歓迎。一度体験してみませんか？
（えぬぴーおーほうじんもりみずひとねっと）
活動場所 西いぶり（主に伊達市） 対象 お子様は保護者
「自然を生かしたまちづくり」「自然をまもること」
同伴の上でご参加ください 人数 70 名
を 目的とする NPO です。自然に親しみ時に学ぶ観察
日時・頻度 2021 年度は、自然観察会 8 回、座学交流 4
会、自然の見どころつくり（自然公園、大滝の桜/天空
の道、 渓谷美と希少植物）、楽しく為になる座学交流、 回予定、自然の見所つくり、自然写真展「学校 6 校・伊
達信金・図書館」、自然講話の講師派遣、アルトリ海岸
各種提言など。ジャンルは野草木、野鳥、昆虫、海の
生物、火山/地質、命の水など、人とのつながりも含め、 清掃と観察他。 大会・発表の場 図書館に会報を設置して
います。 会費 正会員:年 1 口 3,000 円（入会金 1,000
広く自然をとらえています。楽しく価値ある活動を目
円初回のみ）。 賛助会員：年 1,000 円（1 人の場合 2
指しています。一般の方の参加も歓迎。一度体験して
口希望、カラー会 報発行のため）
みませんか？/天空の道、渓谷美と希少植物）、楽しく
連絡先 木村益巳 ｜ mori@mori-net-date.sakura.ne.jp
ためになる座学交流、各種提言など。ジャンルは野草
http://mori-net-date.sakura.ne.jp
木、野鳥、昆虫、海の生物、火山/地質、有機農業、命
の水など、人とのつながりも含め、広く自然をとらえ
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コミュニティ・まちづくり
-------------------------------------------------------------------------------------------もお待ちしております。ネットワークに参加したからと
移住者ネットワーク 北海道だて
いって、何か負担が発生するというようなことは考えて
（いじゅうしゃねっとわーくほっかいどうだて）
おりませんので、お気軽にご参加ください！
移住者同士、さらに地域全体の交流を通じて、地域の魅
活動場所 伊達市内を中心にした西いぶり地域
力を共有する活動です。不定期で親睦会や、誰かの遠方
対象 移住者でなくとも活動に賛同する方はどなたでも
からのお客さんを一緒にもてなす会などを行っていきま
日時・頻度 不定期 会費 なし 連絡先 事務局
す。移住者ではなくても、移住者と交流したい方の参加
iinedate@pradsma.com｜ https://fb.com/iinedate
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 子ども食堂 いちごはうす（伊達市旭町 47）
いちごはうすの会（いちごはうすのかい）
対象 年齢・性別を問いません 人数 ボランティア会員
私達、いちごはうすの会は伊達市で子ども食堂運営の
30 名程度 日時・頻度 月 1 回以上の子ども食堂の開催
ためのボランティア団体です。いちごはうすの会が目
連絡先 工藤直美 ｜ kauufd5460@yahoo.co.jp
指す子ども食堂は、貧困層向けではなく、「子どもの
https://fb.com/103888367625953
居場所づくり」「食事の重要性の宣布」「母親支援」
「多様性を体感する場づくり」を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------のある方はご連絡ください）
おおたき新聞くらぶ（おおたきしんぶんくらぶ）
活動場所 主に優徳集会所（大滝区） 対象 年齢・性別を
「住民相互の親睦と大滝区の活性化を図ることを目的
問わず、まちづくりについて考えたりフリーペーパ作
として、暮らしやすい明るいまちづくりに貢献する」
り等に興味ある方ならどなたでも歓迎です。
という目的のもと、月一回「おおたき新聞」というフ
人数 本会員約 10 名、寄付にて応援して下さる賛助会員
リーペーパーを発行しています。その他にもまちづく
（年間一口 500 円以上）も多数います。
りについて学んだり、楽しいイベントを企画していく
日時・頻度 月 3 回程度集まっています
活動をしています。地域おこし協力隊員さんや年齢も
会費 年間一口 500 円以上の会費を集めています。（新
職業も性別もさまざまな会員がわいわいと集っていま
聞の紙と印刷代を会費から捻出しています）
す。（おおたき新聞は大滝区内全戸、他に市役所、市
連絡先 宇井尚｜uipoko@icloud.com
民活動センター、図書館などで配布しています。興味
-------------------------------------------------------------------------------------------も目標にしています。
減災を考えるあらうすグループ
活動場所 市防災センター、市民活動センターなど
（げんさいをかんがえるあらうすぐるーぷ）
対象 減災に興味のある方 人数 本会員 6 名
実際に災害や支援を経験したことがある防災士、北海
日時・頻度 不定期 大会・発表の場 年2 回(3 月、9 月)、災害
道地域防災マスター、洞爺湖有珠火山マイスター、
を減らす「減 災」について学び考えるイベントを開催
DMAT などの女性メンバーで構成。災害時の被害を最
しています。講話やセミナー請負も行っており、2021 年
小限にくいとめる「減災」のために、平時から何を学
度は伊達開来高校ボランティア部、介護予防グループな
び備えておけばよいのかを伝えたり話し合う場を設け
どにてお話をする機会がありました。会費 なし（イベン
ること(自助・共助)と、自治体と市民の情報交換・連携
ト開催時は別途計算） 連絡先 島川（防災士/北海道地
強化(公助連携)を主目的に活動しています。減災を考え
域マスター）｜ nflight327@nifty.ne.jp
る他団体と知り合い、ネットワークを組んでいくこと
-------------------------------------------------------------------------------------------る場を通じて優れた見識・技能・問題解決力を持った
伊達人コミュニティ「つなぐむす部」
伊達市を担う頼もしい人財のことです。ひとり 1 人が主
（だてびとこみゅにてぃ つなぐむすぶ）
体性を持ち「得意」や「好き」を活かしながら楽しく
伊達市「みらい会議」「みらい塾」メンバーが中心と
活動できる場を目指しています。
なって構成されており、毎週木曜１０時００分～ ワイ
活動場所 主に伊達市内 人数 約 10 名
ラジオ番組、伊達人（だてびと）コミュニティ「つな
連絡先 四戸幸穂｜ tunamusu2022@gmail.com
ぐむす部」をお送りしています。伊達人（だてびと）
とは、学校・家庭・職場・コミュニティなど、あらゆ

地域活性化団体「シンタ」
（ちいきかっせいかだんたい 「しんた」）

会員メンバーと共に、森の環境保全とキノコのホダ木
作りや、メープルシロップ 採集など森を活用した様々
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な活動をしています。
活動場所 伊達市大滝区 人数 12 名程度
連絡先 宇井尚｜uipoko@icloud.com
https://fb.com/109150507167628

とりもち会（とりもちかい）
とりもち会は地域での生活を楽しくするために、「年
齢その他のあらゆる差異を超えた人と人との交流促
進」をテーマに、インターネット等による情報伝達の
支援・組織の高齢化問題の相談の受付・交流イベント

Date GT（だてじーてぃ）

の開催などを行います。2022 年から SNS の clubhouse
を使った活動も始めます。
対象 年齢・性別を問いません 日時・頻度 不定期
連絡先 吉田貫太郎｜trimoti@pradsma.com
https://fb.com/trimotikai

Facebook ページ「Date GT」にて情報発信中です）。
若者の一人旅を支援する「HYS 基金」の活動も準備中
です。 対象 活動内容に興味ある方 日時・頻度 不定期
連絡先 事務局｜ dategt@dategt.info
https://fb.com/dategt | https://dategt.info

伊達市出身、または伊達にゆかりのある文化・芸術・
スポーツなどの分野で国内外で活躍されている方を地
元のファンクラブ的存在として情報共有、情報発信し
ていきます。また、伊達市でのイベント開催時のお手
伝い、イベント企画・運営も検討中です。（現在、
-------------------------------------------------------------------------------------------味をお持ちの方や、地域に関わる活動をしたい方など
wi-radio クラブ（わいらじおくらぶ）
をお待ちしています！
伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町のコミュニティ FM
活動場所 伊達市観光物産館内スタジオ他 対象 未成年者
放送局「wi-radio」の運営をボランティアでサポートす
は保護者もしくは親権者の同意が必要 人数 約 26 名
る組織です。講習会参加後には、実際にラジオで放送
会費 年1,000 円 連絡先 事務局(NPO 法人だて観光協会)
される番組の企画、パーソナリティやナレーションの
info@date-kankou.jp
他、技術的な編集なども行います。ラジオの仕事に興
-------------------------------------------------------------------------------------------を高め合い、広め合う連絡会です。
因サイト（いんさいと）
活動場所 伊達市など北海道西いぶりエリア
北海道いぶり周辺地域では、人と人との出会いのため
対象 活動理念に賛同する方 人数・頻度 不定期
のイベントが色々なところで、色々な人によって開催
連絡先 事務局｜insite@pradsma.com
されています。因サイトは、行政や事業者、団体、個
https://www.facebook.com/insite8/
人と多岐にわたる主催者の横の連携をとり、イベント
-----------------

文化系その他
-------------------------------------------------------------------------------------------公益社団法人伊達市シルバー人材センタ 意欲のある伊達市にお住まいの方 人数 約 300 名
大会・発表の場 シルバー人材センターふれあい祭り：令
ー（こうえきしゃだんほうじん だてししるばーじんざいせんたー）
和３年８月 28 日(土)シルバー人材センター駐車場、シ
シルバー人材センターは、サークル活動やボランティ
ルバー会員趣味の作品展：令和３年 10 月９日(土)・１
ア活動がメインではなく、就業が主となります。一般
０日(日)カルチャーセンター 会費 毎年、会員年会費
家庭、企業等からの依頼により臨時的、短期的、軽易
1,800 円、親睦会年会費 1,200 円がかかります。
なお仕事をそれぞれの場所で行います。
連絡先 工藤｜datesc3@sunny.ocn.ne.jp
活動場所 原則、伊達市内の就業依頼先（お客様のご自
http://www.date-silver.jp
宅や会社など） 対象 原則 60 歳以上の方で健康で働く
-------------------------------------------------------------------------------------------真持参での学びとなります。居心地よく暮らしやすい
La felice（らふぇりーちぇ）
生活は、こころもスッキリします。自分や周りの人に
アロマテラピーは、香りが良いだけではなく、植物の
やさしい暮らし始めませんか？ 活動場所 主に市内
ちからを借りて、心とからだとお肌に働きかけます。
対象 年齢・性別を問いません 日時・頻度 月に 2 回程度
簡単に日常的に取り入れる方法を学んだり、アロマせ
会費 1 回 2,500 円前後(材料費込)
っけんや柔軟剤、クリームなどを作ります。整理収納
連絡先 小野友美｜aroma2016okataduke@gmail.com
は、コツや手順さえわかれば、ご自身でおかたづけが
https://la-felice.com
出来るようになります。身近なモノで実践したり、写
--------------------------------------------------------------------------------------------
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新日本婦人の会（新婦人）
（しんにほんふじんのかい（しんふじん））

の人と交流したい人。趣味や新しいことに挑戦してみ
たい人。どなたでも歓迎です。 人数 各サークルによっ
て人数は決まっていません。希望する方の受入は可能
です。 日時・頻度 例会を月 1、2 回 大会・発表の場 毎年
１回「新婦人まつり」のイベント開催します。その他、
サークル毎の体験会、展示会、発表会があります。
会費 入会金 100 円、月会費 900 円（会報費含む）
連絡先 黒田セツ子

地域割により班を構成（班内で楽しむ活動）。各サーク
ル活動があります（健康マージャン、ハワイアンキルト、
絵手紙、手芸、七宝焼、歌声、琴、オカリナ、きもの着
付け、川柳、子どもシアター「ピノキオ」、いきいきお
しゃべり、食の知恵、クラフトバンドで作品作り）。
活動場所 イベントにより異なるが、市民活動センター
など、市内及び近隣地域 対象 18 歳以上の女性。地域
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市菊花同好会（だてしきくかどうこうかい）

活動場所 会員各自宅 対象 年齢、性別関係なく希望者は
どなたでも歓迎 人数 11 名 日時・頻度 5～10 月に、月 1
～2 回程度、生育状況を見学（各家庭）
大会・発表の場 11 月 1～3 日、だて歴史の杜カルチャーセ
ンターで菊花展示会を開催 会費 年 3,000 円
連絡先 本田一智

年間通して菊を育てています（冬期間は次年度のため
の菊育て）。①菊の土づくり（11 月中に、落葉を集め
腐葉土づくり） → ②菊の種苗（３～７月）大菊三本
仕立、ダルマ、福助、前垂れ、懸崖、千輪、盆栽等菊
育て→ ③菊の種類により枝分かれ作業→ ④菊の消毒、
追肥等の作業（11 月の展示まで大事に育てる）
-------------------------------------------------------------------------------------------互いに研鑽を深めています。新会員の加入をお待ちし
伊達盆栽会（だてぼんさいかい）
ております。 活動場所 各会員宅（年 1 回公認講師による
盆栽の好きな人たちで活動しています。特に活動の中
実技講習あり） 対象 盆栽愛好者 人数 18 名
で、伊達市の『文化祭の盆栽展』は、全道でも好評で、
日時・頻度 不定期 大会・発表の場 市民総合文化祭
各地より団体で見学に来てくれます。技術向上のため、
会費 女性：年 3,000 円、男性：年 6,000 円
定期的に専門講師に指導を受けています。各会員宅に
連絡先 船田辰雄
相互に盆栽見学、他地区の盆栽展も見学(年 3～4 回)、
-------------------------------------------------------------------------------------------対象 年齢・性別を問いません
伊達写真連盟（だてしゃしんれんめい）
大会・発表の場 伊達赤十字病院に常時展示
3 クラブが集まり連盟を結成しています。年 1 回の定期
市文化祭（伊達写真連盟作品展・一般公募展)
総会、年 2 回の撮影会、勉強会を開催。胆振芸術祭にも
会費 年会費 500 円。ただし撮影会参加費用は実費
参加しています。 活動場所 主に、西胆振、後志地方
連絡先 伊藤克己｜dateshashinrenmei@pradsma.com

伊達嵐山の会（だてらんざんのかい）
会員は主に、3 市合同女性国内派遣事業参加者（胆振女
性リーダー研修事業に編入)男女共同参画・ジェンダー
問題についての自主学習サークルです。月に 1 回の定例
会で、テーマに関する映像（NHK ドキュメンタリーや
TED 等）や書籍（論文や「We learn」）を使って学習し
ます。会員は主に、三市合同女性国内派遣研修で埼玉
県国立女性教育会館（埼玉県嵐山町）の「男女共同参
画推進フォーラム」に参加した方で構成されています
が、それ以外の方も参加できます。毎年 1 月の「カレン

ダー市」の開催等の地域活動も行っています。
活動場所 市民活動センター 対象 北海道胆振総合振興局
で実施している国内女性リーダー研修派遣事業参加者
と有志 人数 平均 10 名参加 日時・頻度 毎月 1 回
大会・発表の場 女性研修参加報告会、各種女性会議、道
立女性プラザ、室蘭市男女平等共生セミナー、男女共
同参画三市合同フォーラム北海道西いぶり、武者まつ
り着付ボランティア、フリーマーケット等
会費 年 2,000 円
連絡先 宮本桂子｜ranzan@pradsma.com

カルチャーセンター、市民活動センター
アドラー心理学に興味・関心のある方はならばどなた
（まなびあい あどらーしんりがく きたのしょうなん）
でも歓迎です 日時・頻度 月に１～２回読書会をします
「アドラー心理学を語る」を読みながら感じたことを
会費 会場費を参加者数で割った金額
話して、本に書かれていることを理解していきたいで
連絡先 表正恵｜bhana@w6.dion.ne.jp
す。勇気づけ合える仲間づくりを目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------り去り、健康で明日の活力を目的として k 集うし、ボラ
伊達レクリエーション協会
ンティアの協力も行っている。（伊達生長「大学・社
（だてれくりえーしょんきょうかい）
協のイベント・老人クラブ等）
日本レクリエーション協会の活動として、昭和 53 年 4
活動場所 錦町三ツ和福祉会館 対象 賛同する方
月伊達レクリエーション協会を設立、現在に至る。活
人数 18 名 日時・頻度 毎週火曜日 13:00～15:00(但し第 5
動はゲーム（用具を利用するゲーム・利用しないゲー
曜日・休日、1 月 8 月は休み) 大会・発表の場 大会もしま
ム）、ソング（一般の歌からレク独自の歌）、ダンス
すが勝負でなく健康と心の癒しとしてやっています
（社交ダンス・レク独自のダンス）の三つを基本に楽
会費 年 3,500 円 連絡先 船田辰雄
しみ、学校・職場・過程での疲れ・ストレスなどを取

学び合い アドラー心理学 北の湘南
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活動場所
対象

AADDLLSS（地域のためのデザインサークル）（あどるす）

活動場所 伊達市内および近郊 対象 年齢・性別を問いま
せん 人数 10 名 日時・頻度 不定期 大会・発表の場 大会な
どはありませんが、イベントや企業・商品の PR の依頼
（ロゴマークや印刷物のデザイン）があります。
会費 今のところ会費はありません 連絡先 事務局
aaddllss@aaddllss.work｜ https://aaddllss.work
https://fb.com/aaddllss

この地域で目にするデザイン（ポスターやチラシ、商品
パッケージ）をもっと素敵にしたい！ という思いで活
動をするデザインチームです。プロの方もいればデザイ
ン経験がない方もメンバーに入っています。伊達市のブ
ランドたまねぎ「えったま 333」のロゴマーク他、実績
があります。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
-------------------------------------------------------------------------------------------プロジェクト・議会傍聴・市民ファシリテーター・ワ
ttemiyo（てみよー）
ークショップデザイン・生涯学習事業
挑戦から生まれる新しい発見を拡げませんか？ 一緒に
活動場所 主に伊達市内の各会場・オンライン
「やってみたい」を「やってみよう」に。地域につい
対象 年齢・性別を問いません 人数 約 10 名
て考え、チャレンジしたい想いを大切に世代・ジャン
日時・頻度 不定期 大会・発表の場 市民活動センターに掲示
ルを問わず「やってみたい」を「カタチ」にするのが
会費 会費なし。参加費は企画ごとに必要
コンセプト。どの世代でも楽しみながら参加できる企
連絡先 四戸幸穂｜ttemiyo2017@gmail.com
画・活動内容で楽しく積極的にまちづくりに関わって
いける団体を目指しています。活動内容：花いっぱい
-------------------------------------------------------------------------------------------日時・頻度 週 1 回（火）19:00〜21:00、公演 2 ケ月前は
劇団パラム（げきだんぱらむ）
週 2 回（火・木） 大会・発表の場 公演 会費 年 12,000 円
演劇を通し、会員全員が心を一つに演劇を創作し、演
（学生 6,000 円） 連絡先 鈴木啓一
ずる事の楽しさを共有する劇団です。年 1 回あるいは 2
dave@ams.odn.ne.jp｜ https://fb.com/202325086501532
回の公演に向けての演劇練習をやっています。
活動場所 カルチャーセンター 対象 小学生以上 人数 20 名
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 伊達市市民活動センター 対象 小学生以上、性
プレイバックシアター・ピグマリオン
別問わず 人数 団員 7 人 日時・頻度 1～2 回/月
（ぷれいばっくしあたー ぴぐまりおん）
大会・発表の場 定期自主公演年 1 回、ワークショップ適
プレイバックシアターは 1975 年にニューヨークで、生
宜。いじめ防止授業(文化庁の公募事業に学校が応募し
まれました。プレイバックシアターは観客や参加者が、
実施) 、お彼岸にお寺での公演、支援者研修での公演、
自分の体験した出来事を語り、それぞれの場ですぐに即
自治会敬老会での公演。 会費 参加費として 1,500 円
興劇として演じる独創的な即興劇です。そして、参加し
／ワークショップ時、一般参加者は 500 円
ている人々を親しい仲間として結びつけ、それぞれの人
連絡先 山本いく子 ｜p-o-l-a.r-i-s.i-y@docomo.ne.jp
の生き方に新たな視点やありかたをもたらします。私た
ちはお話してくださる方のためにお稽古に励んでいます。
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 カルチャーセンター 対象 不問 人数 個人会
NPO 法人伊達メセナ協会
員：１７０名
法人会員：３９社・団体（令和２年８
（えぬぴーおーほうじんだてめせなきょうかい）
月末現在） 日時・頻度 活動は事業により年数回
伊達メセナ協会は、市民主体で芸術文化事業を企画運
大会・発表の場 カルチャーセンターで展示・演劇・音
営し、市民の鑑賞機会の拡充と地域に根ざした芸術文
楽・その他の文化事業を主催します。
化の振興を目的に 1994 年に設立されました。３つの部
会費 年会費：個人会員 5,000 円、法人会員 20,000 円。
会により、音楽・演劇などの各種舞台芸術の公演、絵
連絡先 事務局 安孫子孝次
画・写真・書道などの展示、講演など自主企画事業を
info@date-mecenat.jp｜ https://fb.com/datemecenat
展開し市民の鑑賞機会の充実や地域文化団体への支援
http://date-mecenat.jp
を行っています。活動を支える会員および事業に係る
運営委員を常時募集しています。
--------------------------------------------------------------------------------------------

インターネットでも見られます
北海道 移住定住 西いぶり
nishiiburi.jpn.org

伊達市ホームページ
city.date.hokkaido.jp

団体に連絡がつかない、直接は連絡しにくい場合は私たちにご相談ください

✉datecomu@dcpc.jp

☎ 0142-25-6504

発行者：北海道伊達市企画財政部企画財政課

／ 制作・編集（問合せ先）
：
（株）伊達観光物産公社 コミュニティ推進室
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50 音順リスト

(7-9 ページには分野別リストがあります）

み

ABC

伊達市ミニバスケットボールスポーツ少年団 ・・・ 13

AADDLLSS （地域のためのデザインサークル）
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COCORO 絵画教室・・・・・・・・・・・・・ 43
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wi-radio クラブ ・・・・・・・・・・・・・ 50
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3B 体 操 月 曜 会 ・・・・・・・・・・・・・ 25
3B 体操さわやか教室・・・・・・・・・・・・ 26
3B 体 操 末 永 サ ー ク ル ・・・・・・・・・・・ 26
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朗読ボランティアやまびこ・・・・・・・・・ 32

わ
伊達若草・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
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地名としての「伊達」や「伊達市」は音に含めずに
並べています



人名や固有名詞の「伊達」などは音に含めています



「NPO 法人」などは音に含めずに並べています
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こんなときには！

私たちにご相談ください。
市民活動支援員
datecomu@dcpc.jp
電話番号：
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0142-25-6504

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、この冊子に掲載されているほぼ全ての
団体の活動が大きな影響を受けています。各団体は状況を考慮しながら活動を行って
いますが、掲載されている情報には感染拡大以前の従来の情報が含まれています。詳
しくは、各団体または市民活動支援担当にお問い合わせください。

安全・安心な市民活動のために
最新の「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報」（北海道）をご確認ください

✉datecomu@dcpc.jp
発行者：北海道伊達市企画財政部企画財政課

☎0142-25-6504

／ 制作・編集（問合せ先）
：
（株）伊達観光物産公社 コミュニティ推進室
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