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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