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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