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Ⅰ．事業コンセプト                                                                      

伊達市は、仙台藩一門亘理伊達家領主の伊達邦成

が明治政府から有珠一郡の支配を命じられて以来、

2019 年で 150 年の大きな節目を迎えました。 

この節目を基点とし、先人の偉業やこれまで積み

重ねてきた歴史を振り返り、伊達の魅力を広く発信

し未来につなげるため、市民が自ら考え、つくり、

参加することを基調とした伊達 150 年記念事業 

実行委員会を発足し 

「伊達150年 この魅力、伊達じゃない！」をキャッ

チコピーに、市民参加型の記念事業を行いました。 

 

 

Ⅱ．伊達 150 年記念事業実施体制                              

実行委員会は、実行委員長１名、副実行委員長４名のほか、幹事２名、部会長３名（総務部

会、歴史・文化事業部会、観光・産業事業部会）を置き、各部会約 10 名の実行委員体制で事

業を実施しました。 
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Ⅲ．伊達 150 年記念事業実行委員会名簿                         

実行委員長・副実行委員長 

役職 氏名 

実行委員長 壽淺 雅俊 

副実行委員長兼総務部会長 栗橋 徳一 

副実行委員長兼観光・産業事業部会長 辻浦 義浩 

副実行委員長兼歴史・文化事業部会長 渡部 貴志 

副実行委員長（伊達市総務部長） 岡田  忍 

総務部会（13 名） 

役職 氏名 

部会長 栗橋 徳一 

副部会長 宮崎 剛行 

部会員 
大矢 大介、小野   拓、工藤 恭徳、栗原 竜太郎、今藤 智志、須藤 正之、 

寺島   寛、原田 英次、吉村 亮輔、清川 敬介、大西 亮子 

歴史・文化事業部会（11 名） 

役職 氏名 

部会長 渡部 貴志 

副部会長 川股 大介 

部会員 
菊谷 義統、栗本 久生、澤田 眞、永山 優子、原 知恵子、吉田 浩一、 

渡邊 彩佳、浦添 圭司、佐藤 潔明 

観光・産業事業部会（12 名） 

役職 氏名 

部会長 辻浦 義浩 

副部会長 犬塚 貴敬 

部会員 
青柳 伸吾、尾川 圭延、小野 慎史、大光 力、築茂 由起子、早坂 真、 

根子 ももこ、和田 吉充、渡邊 和大、井村 亮平 

総括事務局（8 名） 

役職 氏名 

事務局長 

（市総務課長） 
三品 淳 

事務局 

（市総務課総務係） 
山田 大樹、今   裕、中野 孝、内田 岳志、髙山 脩、萩原 健太、山下 茂 

監事（２名） 

役職 氏名 

監事 吉田 浩一、原 知恵子（歴史・文化事業部会員兼務） 
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Ⅳ．実施事業一覧                                   

実行委員会では、2019年３月の「伊達 150年記念グッズ販売事業」・「伊達 150年記念フォトコンテ

スト」の作品応募から、「伊達 150 年記念パステル」を市内小学校６年生卒業生に配布した 2020 年

３月までの約１年間で、計９事業を実施しました。実施事業一覧は次のとおりです。 

 

No 事業名 開催期間・開催日 担当部会 

1 伊達 150 年記念グッズ販売事業 2019 年３月１日(金)～ - 

2 
伊達 150 年記念 

フォトコンテスト 

【応募期間】 

2019 年 3 月 1 日(金)～5 月 31 日(金) 

【表彰式】 

2019 年８月 24 日(土)記念式典で表彰 

【作品展示】 

2019 年８月 19 日(月)～11 月 6 日(水) 

歴史・文化事業

部会 

3 

伊達 150 年祭 

「きょうは伊達

の日、みんなの

日」 

①記念講演会 

2019 年 8 月 24 日（土） 

総括事務局 

②記念式典 総務部会 

③屋外ステー

ジイベント 
総務部会 

④記念花火 

ショー 
総括事務局 

4 ギネス世界記録に挑戦 2019 年 8 月 31 日（土） 
観光・産業事業

部会 

5 
だて食プロジェクト① 

佐々木十美氏講演会、料理教室 

講演会 ：2019 年 9 月 7 日（土） 

料理教室：2019 年 9 月 8 日（日） 

観光・産業事業

部会 

6 
だて食プロジェクト② 

『食の楽園だて市場』 

2019 年 9 月 22 日（日） 

※だて食のフェスティバル 2019 

2 日目 

観光・産業事業

部会 

7 伊達ロングトレイル事業 
コース開設イベント 

2019 年 10 月 27 日（日） 

観光・産業事業

部会 

8 伊達 150 年記念植樹事業 2019 年 11 月 10 日（日） 
観光・産業事業

部会 

9 
伊達 150 年記念パステル 

製作事業 

2020 年 3 月 

市内小学校６年生卒業生に配布 

歴史・文化事業

部会 

 

 


