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

