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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