稀府マップス（まれっぷまっぷす）

す。興味のある方はぜひ参加してください。若い方、
大歓迎です！ 活動場所 稀府小体育館 対象 18 歳以上
人数 20 名 日時・頻度 週 2 回（月・金）19：00〜21：00
会費 月 200 円 連絡先 渡辺和彦
nabekazu.yuuruu1010@yahoo.ne.jp

トリムバレーボールは、バレーボールよりも大きく軟
らかくしたボールを、バレーボールのルールに準じて
ネット越しに打ち合うゲームです。私達は運動不足の
解消を目的に、活発的にみんなで楽しく活動していま
---------------------------------------------------------------------------------------------

大会は、５・７・ 11 月の年３回。その他、
体育協会主催大会が２月に開催 会費 年 1,200～6,000
ミニバレーボールをやっていない人でも興味のある方は、 円（地域によって異なる）、大会参加費 １回 2,000 円
連絡先 佐藤亜矢子 ｜ annapp27@yahoo.co.jp
気軽にお問合せください。見学・体験してみましょう。
http://www.date-mini.com
活動場所 市内各地域 対象 18 歳以上でミニバレーボール
をしたい人 人数 10～30 名 日時・頻度 週 2～3 回
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達ミニバレーボール協会

大会・発表の場

（だてみにばれーぼーるきょうかい）

野球・ソフトボール
----------------------------------------------

OVER PRIDE（おーばーぷらいど）

人数 15 名前後 日時・頻度 4 月～10 月は主に稀府小学校
グランドにて週 4 回（火・木・土・日）※土・日は練習
試合や公式試合あり。11 月～3 月は東小学校体育館・
稀府小学校体育館にて週 4 回（火・木・土・日）
大会・発表の場 各種大会・練習試合
会費 年 30,000 円（月 2,500 円）
連絡先 下田隆 ｜alphatakashi@chime.ocn.ne.jp
https://www.ikz.jp/hp/2019

2019 年に新しく創部された野球少年団です。現在、在
籍中の選手はほぼ全員が未経験者でしたが、それぞれ
が上達し楽しく野球をやっております。学校区域にと
らわれず、幅広く野球の楽しさ・素晴らしさを伝えて
いけたらと思います。部員は随時募集中です。学年・
男女問いません。野球を始めたい子供さん、ご興味の
ある方はお気軽にお問合せ下さい。
活動場所 春～秋：稀府小学校グランド、冬季：東小学
校体育館・稀府小学校体育館場 対象 小学生
-------------------------------------------------------------------------------------------ように指導者、母集団で協力していきたいと思います。
伊達パンダーズ野球スポーツ少年団
活動場所 4～10 月：伊達小グラウンド。11～3 月：関内小体
（だてぱんだーずやきゅうすぽーつしょうねんだん）
伊達パンダーズ野球スポーツ少年団は昭和 58 年に誕生し、 育館（火・木）、伊達小体育館（土・日） 対象 小学生
人数 20 名 日時・頻度 週 3〜4 回（火・木・土・日）
主に伊達小学校に在籍する児童で構成されています。シ
大会・発表の場 年 10 回くらい 会費 年 24,000 円
ーズン中は毎週火・木は練習、土・日・祝は練習試合や
連絡先 相馬英明｜ pandersbbc@yahoo.co.jp
各種大会に参加し、他チームとの対戦を通じて交流を深
ameblo.jp/date-panders
めています。野球というスポーツを通じて礼儀、あいさ
つ、仲間との協力の大切さやスポーツの楽しさを学べる

伊達ブルータイガース（だてぶるーたいがーす）
小学 1 年生〜6 年生の野球少年団です。週 3〜4 回の活
動で、土日は大会や練習試合が中心となっています。
また、11 月〜3 月のシーズンオフも週 2 回（火木）、体
育館で体力づくりを行っています。野球というスポー
ツを通じ、チームワークや友情の大切さを学び「全員
野球」をモットーにスポーツを行う基本”楽しさ”を
根幹にしています。
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活動場所 4～10 月：伊達西小グラウンド、11～2 月：伊
達西小体育館 対象 小学生 人数 20 名
日時・頻度 週 3〜4 回（火・木・土・日）
大会・発表の場 5〜10 月までの各種大会に出場。他に練
習試合もあります。 会費 年 20,000 円 ※途中入団は月
割りで計算 連絡先 大北広幸
hiro.1018.418.nhl@docomo.ne.jp

野球場 対象 市内で活動している軟式野球チーム（高校
生以下は含まず） 人数 10 チーム、約 250 名
日時・頻度 不定期 5〜10 月までの週末
不定期 5〜10 月までの週末 大会・発表の場 伊達選手権
軟式野球大会、道新杯軟式野球西胆振選手権大会
会費 年 25,000 円 連絡先 飯尾敦司
iio.atusi@peach.plala.or.jp

伊達野球連盟（だてやきゅうれんめい）

国民的スポーツである軟式野球の普及・発展と地域ス
ポーツの振興のため野球大会の開催、運営を行ってい
ます。連盟には職場チームや愛好者でつくるクラブチ
ームが加盟、連盟主催の伊達選手権や西胆振軟式野球
連盟主催の大会に出場します。野球チームをお探しの
方は一度お問い合わせください。
活動場所 市営館山野球場、ほくでん伊達スポーツ公園
-------------------------------------------------------------------------------------------長和ジュニアスワローズ（ながわじゅにあすわろーず） 楽しく活動をしています。
活動場所 長和小グラウンド、長和小体育館 対象 小学生
活動は長和小学校グラウンドで週 3～4 回となっており、
人数 11 名 日時・頻度 週 3 回（火木土）。4 月〜10 月は
4 月～10 月の土日は大会と練習試合が中心となってい
土日に大会や練習試合。 大会・発表の場 年間 15 試合程度
ます。また、11 月～3 月の活動は長和小学校体育館で
会費 月 1,500 円 連絡先 山田秀一
火木土の週 3 回となっています。子どもたちは仲良く、
yamahm@chive.ocn.ne.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 市営館山野球場、ほくでん伊達スポーツ公園
西胆振軟式野球連盟（にしいぶりなんしきやきゅうれんめい）
野球場 対象 小学生以上 人数 一般 10、マスターズ、中
西胆振軟式野球連盟は北海道軟式野球連盟 25 支部の 1
学 4、少年 7 チーム。約 600 名 日時・頻度 不定期 5〜
支部で、胆振西部 4 市町を管轄地域とし、各市町の野球
10 月までの週末 大会・発表の場 天皇賜杯、国体、マス
連盟（伊達野球連盟、豊浦町軟式野球連盟、洞爺湖町
ターズ、高松宮賜杯、東日本、知事杯、全日本少年、
軟式野球連盟、壮瞥町軟式野球連盟）を下部組織とし、
全日本学童 会費 一般：年 21,000 円、中学：年 8,000
下部団体として西胆振少年野球連盟が加盟しています。
円、少年：年 5,000 円 連絡先 飯尾敦司
活動は天皇賜杯等大会を開催し、北海道大会へチーム
を派遣し、また、北海道大会の開催も行っています。
--------------------------------------------------------------------------------------------

西胆振ベースボールスクール

伊達市館山野球場他 対象 主に中学３年生
指導者 4 名、中学生 15～20 名 日時・頻度 週４～5
日（冬季間 1～2 日） 大会・発表の場 全国都道府県対抗野
球大会、北海道知事杯、ＺＥＴＴ杯中学野球大会
会費 年 10,000 円、ユニフォーム・遠征費等は別途
連絡先 飯尾敦司｜iio.atusi@peach.plala.or.jp
活動場所
人数

（にしいぶりべーすぼーるすくーる）

西胆振 4 市町で、中学校の野球公式戦を終了した３年
生や野球部のない中学校の生徒を対象に、高校野球へ
の橋渡し、野球技術の向上を目的に活動を行っていま
す。大会には、軟式から硬式への架け橋となる KWB ボ
ールを使用した大会を中心に出場します。
----------------------------------------------------------------------------------

舟岡アトムズ（ふなおかあとむず）
小学生の野球チームです。3 月末～10 月は土日に公式
戦、練習試合、レクレーションなどがあります。冬季
は東小体育館で、19 時～21 時まで練習をしています。
野球を通じて、いろんなことを学んでほしいと思って
います。野球好きな市内在住の小学生を幅広く募集し
ていますので、ぜひ一緒に野球を楽しみましょう。
活動場所 3 月末～10 月末：舟岡公園グラウンド、11 月
～3 月：東小体育館 対象 小 1〜小 5、小 6 の経験者
人数 20 名 日時・頻度 週 3 回位。春～秋： 火・水・金、

冬季：月・水・金、大会・練習試合：土日。
大会・発表の場 練習試合 15 試合くらい、公式戦 10 大会
くらい、新人戦 3 大会くらい、その他 U10 の大会や年
数回のレクレーションなどがあります
会費 4 期合計 年 24,000 円、ユニフォームリース代
5,000 円、道具代(各自用意)、団内各行事の会費、遠征
費(全道大会等)、大会参加費などは年会費の中から支出
します
連絡先 横山雅巳｜ pancyoman-dorufin@docomo.ne.jp

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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