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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