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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新日本婦人の会（新婦人）
（しんにほんふじんのかい（しんふじん））

の人と交流したい人。趣味や新しいことに挑戦してみ
たい人。どなたでも歓迎です。 人数 各サークルによっ
て人数は決まっていません。希望する方の受入は可能
です。 日時・頻度 例会を月 1、2 回 大会・発表の場 毎年
１回「新婦人まつり」のイベント開催します。その他、
サークル毎の体験会、展示会、発表会があります。
会費 入会金 100 円、月会費 900 円（会報費含む）
連絡先 黒田セツ子

地域割により班を構成（班内で楽しむ活動）。各サーク
ル活動があります（健康マージャン、ハワイアンキルト、
絵手紙、手芸、七宝焼、歌声、琴、オカリナ、きもの着
付け、川柳、子どもシアター「ピノキオ」、いきいきお
しゃべり、食の知恵、クラフトバンドで作品作り）。
活動場所 イベントにより異なるが、市民活動センター
など、市内及び近隣地域 対象 18 歳以上の女性。地域
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市菊花同好会（だてしきくかどうこうかい）

活動場所 会員各自宅 対象 年齢、性別関係なく希望者は
どなたでも歓迎 人数 11 名 日時・頻度 5～10 月に、月 1
～2 回程度、生育状況を見学（各家庭）
大会・発表の場 11 月 1～3 日、だて歴史の杜カルチャーセ
ンターで菊花展示会を開催 会費 年 3,000 円
連絡先 本田一智

年間通して菊を育てています（冬期間は次年度のため
の菊育て）。①菊の土づくり（11 月中に、落葉を集め
腐葉土づくり） → ②菊の種苗（３～７月）大菊三本
仕立、ダルマ、福助、前垂れ、懸崖、千輪、盆栽等菊
育て→ ③菊の種類により枝分かれ作業→ ④菊の消毒、
追肥等の作業（11 月の展示まで大事に育てる）
-------------------------------------------------------------------------------------------互いに研鑽を深めています。新会員の加入をお待ちし
伊達盆栽会（だてぼんさいかい）
ております。 活動場所 各会員宅（年 1 回公認講師による
盆栽の好きな人たちで活動しています。特に活動の中
実技講習あり） 対象 盆栽愛好者 人数 18 名
で、伊達市の『文化祭の盆栽展』は、全道でも好評で、
日時・頻度 不定期 大会・発表の場 市民総合文化祭
各地より団体で見学に来てくれます。技術向上のため、
会費 女性：年 3,000 円、男性：年 6,000 円
定期的に専門講師に指導を受けています。各会員宅に
連絡先 船田辰雄
相互に盆栽見学、他地区の盆栽展も見学(年 3～4 回)、
-------------------------------------------------------------------------------------------対象 年齢・性別を問いません
伊達写真連盟（だてしゃしんれんめい）
大会・発表の場 伊達赤十字病院に常時展示
3 クラブが集まり連盟を結成しています。年 1 回の定期
市文化祭（伊達写真連盟作品展・一般公募展)
総会、年 2 回の撮影会、勉強会を開催。胆振芸術祭にも
会費 年会費 500 円。ただし撮影会参加費用は実費
参加しています。 活動場所 主に、西胆振、後志地方
連絡先 伊藤克己｜dateshashinrenmei@pradsma.com

伊達嵐山の会（だてらんざんのかい）
会員は主に、3 市合同女性国内派遣事業参加者（胆振女
性リーダー研修事業に編入)男女共同参画・ジェンダー
問題についての自主学習サークルです。月に 1 回の定例
会で、テーマに関する映像（NHK ドキュメンタリーや
TED 等）や書籍（論文や「We learn」）を使って学習し
ます。会員は主に、三市合同女性国内派遣研修で埼玉
県国立女性教育会館（埼玉県嵐山町）の「男女共同参
画推進フォーラム」に参加した方で構成されています
が、それ以外の方も参加できます。毎年 1 月の「カレン

ダー市」の開催等の地域活動も行っています。
活動場所 市民活動センター 対象 北海道胆振総合振興局
で実施している国内女性リーダー研修派遣事業参加者
と有志 人数 平均 10 名参加 日時・頻度 毎月 1 回
大会・発表の場 女性研修参加報告会、各種女性会議、道
立女性プラザ、室蘭市男女平等共生セミナー、男女共
同参画三市合同フォーラム北海道西いぶり、武者まつ
り着付ボランティア、フリーマーケット等
会費 年 2,000 円
連絡先 宮本桂子｜ranzan@pradsma.com

カルチャーセンター、市民活動センター
アドラー心理学に興味・関心のある方はならばどなた
（まなびあい あどらーしんりがく きたのしょうなん）
でも歓迎です 日時・頻度 月に１～２回読書会をします
「アドラー心理学を語る」を読みながら感じたことを
会費 会場費を参加者数で割った金額
話して、本に書かれていることを理解していきたいで
連絡先 表正恵｜bhana@w6.dion.ne.jp
す。勇気づけ合える仲間づくりを目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------り去り、健康で明日の活力を目的として k 集うし、ボラ
伊達レクリエーション協会
ンティアの協力も行っている。（伊達生長「大学・社
（だてれくりえーしょんきょうかい）
協のイベント・老人クラブ等）
日本レクリエーション協会の活動として、昭和 53 年 4
活動場所 錦町三ツ和福祉会館 対象 賛同する方
月伊達レクリエーション協会を設立、現在に至る。活
人数 18 名 日時・頻度 毎週火曜日 13:00～15:00(但し第 5
動はゲーム（用具を利用するゲーム・利用しないゲー
曜日・休日、1 月 8 月は休み) 大会・発表の場 大会もしま
ム）、ソング（一般の歌からレク独自の歌）、ダンス
すが勝負でなく健康と心の癒しとしてやっています
（社交ダンス・レク独自のダンス）の三つを基本に楽
会費 年 3,500 円 連絡先 船田辰雄
しみ、学校・職場・過程での疲れ・ストレスなどを取

学び合い アドラー心理学 北の湘南
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活動場所
対象

AADDLLSS（地域のためのデザインサークル）（あどるす）

活動場所 伊達市内および近郊 対象 年齢・性別を問いま
せん 人数 10 名 日時・頻度 不定期 大会・発表の場 大会な
どはありませんが、イベントや企業・商品の PR の依頼
（ロゴマークや印刷物のデザイン）があります。
会費 今のところ会費はありません 連絡先 事務局
aaddllss@aaddllss.work｜ https://aaddllss.work
https://fb.com/aaddllss

この地域で目にするデザイン（ポスターやチラシ、商品
パッケージ）をもっと素敵にしたい！ という思いで活
動をするデザインチームです。プロの方もいればデザイ
ン経験がない方もメンバーに入っています。伊達市のブ
ランドたまねぎ「えったま 333」のロゴマーク他、実績
があります。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
-------------------------------------------------------------------------------------------プロジェクト・議会傍聴・市民ファシリテーター・ワ
ttemiyo（てみよー）
ークショップデザイン・生涯学習事業
挑戦から生まれる新しい発見を拡げませんか？ 一緒に
活動場所 主に伊達市内の各会場・オンライン
「やってみたい」を「やってみよう」に。地域につい
対象 年齢・性別を問いません 人数 約 10 名
て考え、チャレンジしたい想いを大切に世代・ジャン
日時・頻度 不定期 大会・発表の場 市民活動センターに掲示
ルを問わず「やってみたい」を「カタチ」にするのが
会費 会費なし。参加費は企画ごとに必要
コンセプト。どの世代でも楽しみながら参加できる企
連絡先 四戸幸穂｜ttemiyo2017@gmail.com
画・活動内容で楽しく積極的にまちづくりに関わって
いける団体を目指しています。活動内容：花いっぱい
-------------------------------------------------------------------------------------------日時・頻度 週 1 回（火）19:00〜21:00、公演 2 ケ月前は
劇団パラム（げきだんぱらむ）
週 2 回（火・木） 大会・発表の場 公演 会費 年 12,000 円
演劇を通し、会員全員が心を一つに演劇を創作し、演
（学生 6,000 円） 連絡先 鈴木啓一
ずる事の楽しさを共有する劇団です。年 1 回あるいは 2
dave@ams.odn.ne.jp｜ https://fb.com/202325086501532
回の公演に向けての演劇練習をやっています。
活動場所 カルチャーセンター 対象 小学生以上 人数 20 名
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 伊達市市民活動センター 対象 小学生以上、性
プレイバックシアター・ピグマリオン
別問わず 人数 団員 7 人 日時・頻度 1～2 回/月
（ぷれいばっくしあたー ぴぐまりおん）
大会・発表の場 定期自主公演年 1 回、ワークショップ適
プレイバックシアターは 1975 年にニューヨークで、生
宜。いじめ防止授業(文化庁の公募事業に学校が応募し
まれました。プレイバックシアターは観客や参加者が、
実施) 、お彼岸にお寺での公演、支援者研修での公演、
自分の体験した出来事を語り、それぞれの場ですぐに即
自治会敬老会での公演。 会費 参加費として 1,500 円
興劇として演じる独創的な即興劇です。そして、参加し
／ワークショップ時、一般参加者は 500 円
ている人々を親しい仲間として結びつけ、それぞれの人
連絡先 山本いく子 ｜p-o-l-a.r-i-s.i-y@docomo.ne.jp
の生き方に新たな視点やありかたをもたらします。私た
ちはお話してくださる方のためにお稽古に励んでいます。
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 カルチャーセンター 対象 不問 人数 個人会
NPO 法人伊達メセナ協会
員：１７０名
法人会員：３９社・団体（令和２年８
（えぬぴーおーほうじんだてめせなきょうかい）
月末現在） 日時・頻度 活動は事業により年数回
伊達メセナ協会は、市民主体で芸術文化事業を企画運
大会・発表の場 カルチャーセンターで展示・演劇・音
営し、市民の鑑賞機会の拡充と地域に根ざした芸術文
楽・その他の文化事業を主催します。
化の振興を目的に 1994 年に設立されました。３つの部
会費 年会費：個人会員 5,000 円、法人会員 20,000 円。
会により、音楽・演劇などの各種舞台芸術の公演、絵
連絡先 事務局 安孫子孝次
画・写真・書道などの展示、講演など自主企画事業を
info@date-mecenat.jp｜ https://fb.com/datemecenat
展開し市民の鑑賞機会の充実や地域文化団体への支援
http://date-mecenat.jp
を行っています。活動を支える会員および事業に係る
運営委員を常時募集しています。
--------------------------------------------------------------------------------------------

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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