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ツーフォーオ
ール

             
        って

、知ってます
か？

私たちは、複数の居場所があることが

日々の暮らしの満足につながると考えます。

地域の人みんなが、職場や学校、家庭の他に、

自治会などの地域活動を含めて２つ以上の

クラブ・サークルなどの市民活動に携わる

ことが当たり前、という未来を目指します。
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NPO 法人 森・水・人ネット

伊達を中心に西胆振の自然(野草木・
虫・野鳥・海の生き物・ジオパークな
ど)に親しみ・豊かな自然に学び、体験
する場を提供しています。また、子供た
ちが自然に興味をもち、自然のふしぎや
面白さ大切さを学ぶ、手助けも行ってき
ました。人との出会い・つながりも大切
と思っています。初めての方歓迎です。
一度体験してみませんか?

▶ 詳しくは 49 ページ

まったりフィットネスココロヨロコ部

毎日の運動で心も身体もリフレ
ッシュしましょう！

動画配信しています。好きなコ
ースを選んで let's try！ 身体喜ぶ
運動をご提案させて頂きます！
身体に関するご質問にも可能な限
りお応えしますので、お気軽にご
連絡ください。

▶ 詳しくは 26 ページ

大滝ノルディックウォーキング協会

ノルディックウォーキングは、コロ
ナ禍に負けない体づくりにおすすめで
す。天候に左右されず室内で椅子に座
ってできるポールストレッチングにも
力をいれています。笑顔で自立歩行を
目指せる、歩行困難な方の転倒予防や
フレイル予防に適した運動です。ぜひ
お気軽にご参加ください。

▶ 詳しくは 29 ページ

減災を考える

あらうすグループ

伊達市・壮瞥町・洞爺湖町

の有珠山周辺地域に住む減災

意識の強い有志で2018年 11

月に結成しました。

地域の減災・防災について

市民の目線で考え、情報収集

や交換・提供の機会をつく

り、平時からの備えやつなが

りを強化するのが目的です。

自治体との連携も意識し、す

れ違いになりがちな市民と行

政のパイプ役になれればとも

考えています。

2021年度はオンラインセミ

ナーなどを通して、新しい形

での活動を予定しています。

減災について興味のある方の

参加をお待ちしています！

▶ 詳しくは50ページ



2

市民活動

って、何だろう？
地域の市民が集う活動、それが「市民活動」です。

伊達市は、次の 4 条件を満たす団体・サークルなどの活動を

「市民活動」とし、そのうち、伊達市内で活動し、広く参加者を募集

している団体を支援します。

1. 市民の自発的・主体的な活動で継続性がある組織的活動
であること

2. 特定の宗教団体や政治団体を支援する活動ではないこと

3. 公序良俗に反する活動ではないこと

4. 営利を主たる目的とした活動ではないこと

特定非営利活動促進法における「公益の増進に資する」という観点か

ら、自治体によっては、公益性の高い活動に限って「市民活動」とする場

合がありますが、市民の交流や良好な関係性そのものが公益に資する社会

関係資本（ソーシャルキャピタル）であると捉え、伊達市では、上記の条

件を満たす「趣味の活動」なども「市民活動」とします。
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人と人の縁を繋ぐ「伊達野菜」

私たちの会は、伊達の野菜が好きなファンとして「伊

達野菜」を応援するために昨年 2020年に発足しました。

主に、伊達野菜の魅力をメンバーで共有して発信をする

活動をしています。

例えば、「珍しい野菜をこうやって料理してみた」とか

「この野菜の一番好きな食べ方」といった内容を写真つき

でフェイスブックやインスタグラムに投稿します。豊富な

種類のある伊達の野菜は楽しみ方もたくさんあるので、人

それぞれの色んな楽しみ方を共有し続けていけば、情報源

として役立ちます。また、SNSでは多くの人に見てもらえ

るので、人と人がつながるきっかけにもなります。

「伊達野菜」から学べる地域のこと

ブランド化の取組が始まったのは 2016 年とつい最近

の「伊達野菜」ですが、たった数年で新聞・雑誌や TV

で紹介されたり、世界一のフレンチシェフと名高いミシ

ェル・ブラスさんに認められるなどして広く知られるよ

うになり、市場で高い評価を得ているそうです。

それもそのはず、この地域の農業は、他の地域に先駆

けて西洋の近代的農具を導入したり、新たな品種の野菜

を生産したことで、北海道の農業の歴史的な礎の一つと

なっています。

さらに、その背景には、有珠山の火山の恵みによる土壌と地

形がもたらす温暖な気候や、約150年前の仙台藩亘理伊達家の

移住と先住民族であるアイヌの人々との関りの歴史がありま

す。…といった感じで、「伊達野菜」について知れば知る

ほど、地域のことも分かってきます。

話題のユーチューバーともコラボ！

野菜の生産者さんをはじめ、道の駅の物産館、市役

所や農協、普及センターの皆さんなど、たくさんの方

に支えられている「伊達野菜」を、買って食べて楽し

むだけでなく応援もしたい！ ということで静かに活

動をはじめた私たちですが、あるメンバーの熱い思い

が農林水産省の官僚系ユーチューバー「BUZZ MAFF」

さんに届き、北海道農政事務所のグルー

プ「なまらでっかい道」に出演してしま

いました。あの有名なザワさんとアライ

サンに伊達野菜の料理を食べていただく

という内容になっていますので、ぜひ右

のコードからご覧ください。

一緒に PAC に参加しませんか？
SNS でハッシュタグ #伊達野菜 #datevegepac を

つけて伊達野菜について投稿してもらえたら OK！

PAC メンバーとして会のアカウントで投稿してくだ

さる方はぜひメールか SNS でご連絡ください！

datevegepac@nishbury .hokkaido. jp

地域を楽しむ

輪を広げたい

伊達野菜を応援する会

ダ テ ベ ジ パ ッ ク

Date Vege PAC

▶ 詳しくは 28 ページ
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地域でサッカーの環境づくり
NSS 北湘南サッカースクールは 2005 年に伊達市西部

地区初のクラブチームとして誕生しました。

現在は、日本サッカー協会のコーチライセンスを持っ

た 11 名のスタッフの指導のもと、140 名の子どもたち

が U-15、U-12、U-6 に所属しています。

立ち上げ当初はサッカー部のない中学校に通うエリア

の子どもたちを対象としていました。学校の部活動はサ

ッカーに詳しい先生が他校に転勤すると部活動の継続が

難しくなる。そういった地域でも子どもたちがサッカー

をできるようにしたいという思いがきっかけです。

組織の運営を学ぶために、発足前に日本商工会議所

の経営塾に参加しました。経営を学ぶだけでなく、そ

の時の仲間には、発足当時も今も支えられています。

2018 年から母体を法人化して、地域全体の子どもた

ちを対象とし、現在は伊達を中心に西いぶり、室蘭、蘭

越や長万部からの参加者もいます。また、発足当初から

常に女子選手が在籍していることも特徴の一つです。

サッカーの技術だけではない教育
サッカーを一つのツールとして、子どもたちに様々

な体験をしてもらうことも重要と考え、NPO 法人 いき

ものいんくの自然教育活動への参加、JICA「世界の笑

顔のために」プログラムへの参加、京王幼稚園や JA、

地域のお祭りである伊達雪まつりでのボランティア活

動などにも積極的に参加しています。また、海外ボラ

ンティア活動団体を通じ、ジャマイカなど 15 か国にサ

ッカーの道具などを毎年提供しています。

OB から 2 人の Jリーガー誕生

「子どもたちのためにサッカーの環境を地域につ

くりたい」という思いで始まった NSS ですが、その

思いを形にすべく活動を続けるなかで、OB から 2 人

の J リーガーが誕生しました。J2 水戸ホーリーホッ

ク 平塚悠知 選手と J3 ヴァンラーレ八戸 廣瀬智行

選手がそれぞれ活躍しています。

地域に根差し受け継がれる活動へ
活動誌「NSS ニュース」を月 1 回発行し、広告や

定期購読を募りながら活動費にあてています。

スポーツを含め教育にはお金がかかることも事実

ですが、子どもたちを地域で育てたい。全道で一番

費用のかからないクラブチームを目指し、今後も挑

戦を続けます。

当クラブはこれまで保護者の皆さん・地域の皆さ

んに支えられて活動をしてきましたが、今後さらに

地域の皆さんに応援してもらえるクラブにしていき

たい。そのために、今以上に地域に根差して活動

し、将来的には NSS の OB たちが次世代の指導者と

なり、この活動がより良いかたちを目指しながら連

綿と受け継がれて続いていくことが理想です。

NPO 法人 北湘南スポーツアカデミー

理事長 チーム統括兼 U15 監督 深谷明弘

サッカーを通じて

子どもたちに

伝えたい

NPO法人 北湘南スポーツアカデミー

北湘南サッカースクール
▶ 詳しくは 10 ページ
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伊達市内には 300 以上の市民活動団体があります。この

冊子、「市民活動ガイドブック ロラバス 2021」には、そ

のうち 252 団体を掲載しています。歴史と実績を重ねる団

体も数多く、様々な分野で精力的な活動をしています。現

在の市民活動のトレンドとして、縛りが少なく気軽に参加

でき、良好なコミュニケーションがあるサークルが人気で

あることが分かってきました。日頃の生活に充実感を与え

る、自宅や職場とは異なる、心地のよい第 3 の居場所「サ

ードプレイス」としての市民活動です。

自分でつくってみる新しいサークル

自分のやってみたいことをやっているサークルが必ずしも

見つかるとは限りません。また、興味のあるサークルがあっ

たとしても活動時間が合わず入会を諦めることもあるかもし

れません。そういう時には自分で新たにサークルを作ってみ

てはいかがでしょう。メンバー募集や活動場所探しなど、サ

ークルづくりで何か分からないことがありましたら、お気軽

にご相談ください。伊達市内でこの4年間に30以上の新しい

サークルが誕生しています。これからは既存のサークルに

「はいる」ということの他に、新たにサークルを「つくる」

という選択も１つです。

市民活動の動画を公開中！

伊達市を含む北海道西い

ぶり地域での移住定住を支

援する「北海道移住定住西

いぶり（MINIH)」のウェブ

サイト上で動画を公開して

いる団体があります。スマ

ホのカメラで右のコードを

読み取るか、インターネッ

トで「ロラバス」を検索し

てください。

まずは私たちにご連絡ください

この冊子に掲載している各団体に直接お問合せや見学の

申し出などができるように、10 ページ以降の団体一覧に

それぞれの連絡先が掲載されていますが、直接団体へ連

絡しにくい場合や、いくつか気になる活動がある場合な

どは、お気軽に私たちまでご相談ください。新たな団体

の立ち上げの相談やその他ご質問等も承ります。また、

掲載内容は 2021 年 2 月の調査に基づいていますので、

内容の変更等につきましてもお気軽にご連絡ください。

サードプレイス、

ありますか？
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2 ページ
「市民活動ってなんだろう？」

をご覧ください

お話を伺い、ご希望に合った市民活動団体を

探すお手伝いをします。また、新たに市民活

動団体を立ち上げる際にお手伝いします。

直接連絡しにくい場合には

仲介します。

はい

いいえ

お気軽にご相談ください

発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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

スタート

「ツーフォーオール」を標語とし、

地域の人みんなが、職場や学校、家

庭の他に、自治会などの地域活動を

含めて２つ以上のクラブ・サークル

などの市民活動に携わることが当た

り前、という未来を目指します。

いいえ

はい

はい

54 ページ

分野別リストを

ご利用ください

７ページ

50 音順リストを

ご利用ください

気になる団体がみつかった

私たちは、複数の居場所があるこ

とが日々の暮らしの満足につなが

ると考えます。

はい

気になる市民活動の団体の名前を知っている

いいえ

趣味がある・やりたいことが決まっている

いいえ

はい

職場・学校・家族以外のコミュティにも参加したい

✉da tecomu@n i s h i i bu r i . j p n . o rg ☎0142 -25 -6504
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、この冊子に掲載されているほぼ全ての

団体の活動が大きな影響を受けています。各団体は状況を考慮しながら活動を行って

いますが、掲載されている情報には感染拡大以前の従来の情報が含まれています。詳

しくは、各団体または市民活動支援担当にお問い合わせください。

安全・安心な市民活動のために

最新の「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報」（北海道）をご確認ください

✉ d a t e c omu@n i s h i i b u r i . j p n . o r g ☎ 01 4 2 - 2 5 - 6 5 0 4
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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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伊達剣道・伊達網代道場剣道・・・・・・20 

伊達剣道連盟・・・・・・・・・・・・・20 

伊達剣道連盟居合道部会・・・・・・・・21 

伊達柔道スポーツ少年団・・・・・・・・21 

伊達地区弓道連盟・・・・・・・・・・・21 

伊達太極拳協会（若さ同好会）・・・・・・21 

伊達放鬆の会・・・・・・・・・・・・・21 

少林寺拳法 伊達支部・・・・・・・・・21 

パラエストラ室蘭 伊達支部・・・・・・21 

伊達ボクシングクラブ・・・・・・・・・22 

スポーツその他 
イブリジニー・・・・・・・・・・・・22 

GUARD RUNNERS・・・・・・・・・・・・・22 

地域介護予防活動事業 伊達カーリンコン普及協会・22 

伊達スリーエイ同好会・・・・・・・・23 

RABBIT-CLUB ・・・・・・・・・・・・・23 

伊達歩くスキー協会・・・・・・・・・・23 

だて・ビスタリ～山の会・・・・・・・23 

伊達スキー連盟・・・・・・・・・・・・23 

NPO 法人伊達市カーリング協会・・・・23 

伊達フロアカーリング協会・・・・・・24 

伊達市ゲートボール連盟・・・・・・・24 

伊達パークゴルフ協会・・・・・・・・・24 

伊達陸上競技協会・・・・・・・・・・・24 

ウェルネスプラス トランポリン＆ボルダリング・24 
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分野別リスト（54-57ページには 50音順リストがあります） 

体操・ヨガ・フィットネス 

ウェルネスプラス各種体操教室・・・・・・・・・25 

あうん Do(旧名称 クラブ サトリエ)・・・・・25 

ストレッチサークルフレンド・・・・・・・・・25 

ソフトエアロビクスサークル・・・・・・・・25 

だてキッズ体操クラブスポーツ少年団・・・・25 

フィットネスサークル T2TAICHI・・・・・25 

まったりフィットネスカラダヨロコ部 ・・・・26 

3B 体操月曜会・・・・・・・・・・・・・・・26 

3B 体操さわやか教室・・・・・・・・・・・・26 

3B 体操末永サークル ・・・・・・・・・・・26 

インド古典ハタヨガサークル サントーシャ・・26 

キッズヨガサークル・・・・・・・・・・・26 

胆振ヨーガ療法士会 和の風シャンティ・・・26 

NPO 法人沖ヨガ協会 ヨガサークル・・・・27 

Yoga サークル DOLPHIN・・・・・・・・27 

食と健康 
伊達市食生活改善協議会・・・・・・・・・・27 

西いぶりファーマーズマーケット実行委員会 伊達支部・27 

西いぶり食の会議 WIFT・・・・・・・・・27 

Date Vege PAC 北海道伊達野菜を応援する会・・28 

I.B.A. いぶりビア協会・・・・・・・・・・28 

ダテロワール ワインコミュニティ・・・・・・28 

ふれこみ Fleu Comis お花をまるごと楽しむサークル・28 

胆振管内女性農業者ネットワーク香凛’s・28 

介護予防・介護者支援 

NPO 法人いきいき茶ろん・・・・・・・・・29 

有珠地区社会福祉協議会・・・・・・・・・・29 

大滝ノルディックウォーキング協会・・・・29 

おさる元気の会・・・・・・・・・・・・ 29 

グリーンクラブ・・・・・・・・・・・・ 29 

黄金地区社会福祉協議会・・・・・・・・ 29 

さくらの会・・・・・・・・・・・・・・ 30 

さわやかサロン・・・・・・・・・・・・ 30 

伊達市介護者と共にあゆむ会・・・・・・30 

伊達市動作介助を考える会・・・・・・・ 30 

生き生き健康体操サークル・・・・・・・30 

なかよしクラブ TON 珍 KAN・・・・・・・30 

東地区みらい健康会・・・・・・・・・・ 31 

ひなげしの会・・・・・・・・・・・・・ 31 

ほっとサロン・・・・・・・・・・・・・ 31 

山下虹の会・・・・・・・・・・・・・・ 31 

リフレの郷（地域介護予防グループ）  ・3 1 

障がい者等支援 

NPO 法人伊達市手をつなぐ育成会・・・・31 

さわやかともの会・・・・・・・・・・・ 32 

伊達肢体不自由児者父母の会・・・・・・ 32 

伊達市点訳ボランティアの会・・・・・・ 32 

伊達手話の会・・・・・・・・・・・・・ 32 

伊達身体障がい者福祉協会・・・・・・・ 32 

伊達聴力障害者協会・・・・・・・・・・ 32 

西胆振心身障がい者職親会・・・・・・・32 

朗読ボランティアやまびこ・・・・・・・33 

わかば会・・・・・・・・・・・・・・・33 

福祉その他 
サンタの会・・・・・・・・・・・・・・33 

伊達市赤十字奉仕団・・・・・・・・・・33 

ひだまりの杜・・・・・・・・・・・・・34 

伊達ブンブン文庫・・・・・・・・・・・34 

教育・子育て 
イオン伊達チアーズクラブ・・・・・・・34 

「こどもの国フェニックス」サポーター・34 

伊達子ども劇場・・・・・・・・・・・・34 

伊達はまなす会・・・・・・・・・・・・35 

つくろう・遊ぼう・考える子ども塾・・・35 

人形劇団アイアイ・・・・・・・・・・・35 

日本ボーイスカウト伊達第 1 団・・・・・35 

本の読み聞かせ等 
いとう絵本文庫・・・・・・・・・・・・35 

お話の森・・・・・・・・・・・・・・・35 

きつつきの会・・・・・・・・・・・・・36 

託児・制作・読み聞かせボランティア・36 

ブックスタート ボランティア・・・・・36 

楽器演奏 

伊達市音楽協会・・・・・・・・・・・・36 

伊達吹奏楽団・・・・・・・・・・・・・36 

ファミオン弦楽アンサンブル・・・・・37 

リコーダー同好会「くさぶえ」・・・・・・37 

聖龍一門伊達武者太鼓・・・・・・・・・37 

聖龍・太鼓道スクール・・・・・・・・37 

うた 

琴城流大正琴伊達愛好会・・・・・・・・37 

岸川洋孝歌謡教室・・・・・・・・・・・38 

女声コーラス 花音・・・・・・・・・・・38 

だて☆キッズコーラス・・・・・・・・・38 

伊達コール・エコー ・・・・・・・・・38 

e・コーラス fiato・・・・・・・・38 

The Angels Family Choir・・・・38 

伝統芸能 

伊達三曲会・・・・・・・・・・・・・・39 

伊達市さんさ時雨保存会・・・・・・・・39 

伊達すずめ踊り 雅会・・・・・・・・・・39 

伊達市邦楽邦舞協会・・・・・・・・・・39 

伊達仙台神楽保存会・・・・・・・・・・39 

伊達謡曲会 宝生流・・・・・・・・・・・40 

日舞会・・・・・・・・・・・・・・・・40 

日本詩吟学院北海道道南岳風会伊達支部・40 

日本詩吟学院北海道道南岳風会伊達支部 大滝洗心会・40 
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分野別リスト（54-57ページには 50音順リストがあります） 

ダンス 

伊達市ダンススポーツクラブ・・・・・・・・40 

伊達ラウンドポピー・・・・・・・・・・・・40 

伊達ダンス愛好会・・・・・・・・・・・・・41 

フラワーダンスサークル ・・・・・・・・・・41 

アロハ・フラ・DATE・・・・・・・・・・・・・41 

カ・ウル・リコ・カパライ・「プエオ」・・・・41 

カ、プア、ケア リコフラダンス ・・・・・・41 

Moani Ke‛Ala フラサークル・・・・・・・・41 

伊達市フォークダンス同好会・・・・・・・・41 

だて七福神  ・・・・・・・・・・・・・・・・42 

伊藤まゆみバレエ研究所 伊達教室・・・・・42 

Dance Studio DOC'S・・・・・・・・・・・・42 

クラフト 
クラフト和華 伊達教室  ・・・・・・・・・・42 

伊達押花「夢工房」   ・・・・・・・・・・42 

伊達おり姫会・・・・・・・・・・・・・ 42 

伊達切り絵サークル睦会・・・・・・・・ 42 

だて産 生藍染同好会・・・・・・・・・・43 

手あみ同好会・・・・・・・・・・・・・ 43 

デコパージュ同好会・・・・・・・・・・ 43 

陶芸同好会  せせらぎ焼き・・・・・・・ 43 

陶っ歩や  ねんどあそび陶芸教室・・・・ 4 3 

3 - D サークル・・・・・・・・・・・・ 4 3 

彩の会・・・・・・・・・・・・・・・ 4 4 

絵手紙同好会「ヘタでいい会」・・・・ 4 4 

絵画 
絵画教室 いろえんぴつ art hotaru・・・44 

水彩画クラブ「ふじの会」・・・・・・・44 

伊達美術協会・・・・・・・・・・・・・44 

ビビット会（油絵の会）  ・・・・・・・ 4 4 

COCORO 絵画教室・・・・・・・・・・・・45 

雨峰書道同好会・・・・・・・・・・・・・45 

錦堂書道会・・・・・・・・・・・・・・ 4 5 

書道・茶道・華道 
硯 友 会 ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4 5 

伊達書道連盟・・・・・・・・・・・・・ 45 

茶道裏千家淡交会  伊達支部・・・・・・ 4 5 

茶道同好会  季の会・・・・・・・・・・ 4 5 

伊達華道協会・・・・・・・・・・・・・46 

伊達短歌連盟・・・・・・・・・・・・ 4 6 

木賊短歌会・・・・・・・・・・・・・・ 46 

短歌・俳句 
伊達俳句会・・・・・・・・・・・・・・ 46 

西胆振壺俳句会・・・・・・・・・・・・ 46 

囲碁・将棋 

伊達囲碁クラブ・・・・・・・・・・・・ 47 

伊達将棋道場・・・・・・・・・・・・・ 47 

 

歴史・文化財 
史跡北黄金貝塚公園ボランティアオコンシベの会・47 

伊達郷土史研究会・・・・・・・・・・・47 

だて歴史文化ミュージアム・コンシェルジュ・クラブ・48 

伊達刀剣甲冑保存会・・・・・・・・・・48 

噴火湾考古学研究会・・・・・・・・・・48 

地域の歴史を知るサークルレキシロー・・48 

伊達「平和の鐘」をまもる会・・・・・・48 

自然  

だて記念館びおとーぷクラブ・・・・・・49 

NPO法人 いきものいんく・・・・・・・・49 

水車アヤメ川自然公園を育てる市民の会・49 

NPO 法人 森・水・人ネット・・・・・・49 

コミュニティ・まちづくり 
移住者ネットワーク 北海道だて・・・・50 

いちごはうすの会・・・・・・・・・・・50 

おおたき新聞くらぶ・・・・・・・・・・50 

減災を考えるあらうすグループ・・・・・50 

地域活性化団体「シンタ」・・・・・・・・50 

とりもち会・・・・・・・・・・・・・・50 

Date GT・・・・・・・・・・・・・・・・51 

wi-radioクラブ・・・・・・・・・・・・51 

文化系その他 
English speaking club・・・・・・・・・・51 

因サイト・・・・・・・・・・・・・・・51 

公益社団法人伊達シルバー人材センター・51 

La felice・・・・・・・・・・・・・・51 

新日本婦人の会(新婦人)・・・・・・・・52 

伊達市菊花同好会・・・・・・・・・・・52 

伊達盆栽会・・・・・・・・・・・・・・52 

伊達写真連盟・・・・・・・・・・・・・52 

伊達嵐山の会・・・・・・・・・・・・52 

学び合い アドラー心理学 北の湘南・・・52 

伊達レクリエーション協会・・・・・・・・52 

AADDLLSS （地域のためのデザインサークル）・53 

ttemiyo・・・・・・・・・・・・・・・53 

劇団パラム・・・・・・・・・・・・・・53 

プレイバックシアター・ピグマリオン ・・53 

NPO 法人伊達メセナ協会・・・・・・・・53 
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だてキックファイターズ（だてきっくふぁいたーず）

小学生1～6年生で構成。サッカー、フットサルを通じて、

チームワークを養い、体力づくり、努力すること。そして

できなかったことがで出来るように指導しています。

活動場所 市総合体育館、東小学校グラウンド(春夏)、ま

なびの里サッカー場 対象 小学生 1 年～6年

人数・頻度 15 名、週 3回程度。4 月～9 月は火・木、東小

学校グラウンドにて 17～19 時。11 月～4月は火・土、総

合体育館にて 17～19 時。年間を通して金曜は総合体育館

にて 19～20 時半。大会・発表の場 室蘭地区サッカー協会

サッカー大会、コンサドーレカップ 会費 月 2,000 円、

他別途スポーツ保険、登録料

連絡先桃内晋助｜shin5514@jade.plala.or.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達登別四十雀サッカークラブ
（だてのぼりべつしじゅうからさっかーくらぶ）

伊達近隣（登別・室蘭ほか）に住むサッカー好き人間の

集まりで、40 代、50 代、60 代の年代別の３チームが一

体となって構成されたクラブです。地域でのシニアサッ

カーリーグやサッカーフェスティバルなどに参加して

います。また、全道大会出場をかけた道南ブロックでの

リーグ戦をまなびの里グラウンドをはじめ、苫小牧、室

蘭、函館などへ出かけ、多くの試合に出場しています。

サッカーを通じ、健康と仲間づくりのために汗を流し、

楽しい活動を行っております。

活動場所 有珠まなびの里サッカー場

対象 西胆振地域にお住いの 40 歳以上のサッカー好き

人数・頻度 約 60 人、月 3〜4 回

大会・発表の場 北海道シニアサッカーリーグ（道南）、全

道シニアサッカー大会などに出場 会費 会費・登録料等

15,000 円 連絡先 菊池義男｜ onofi088@ybb.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

北湘南サッカースクール（きたしょうなんさっかーすくーる）

NPO 法人北湘南スポーツアカデミー「北湘南サッカース

クール」には、U15 で伊達中・光陵中・虻田中・豊浦中・

蘭越中・長万部中の生徒たちが、U12 では伊達市近隣の

様々な小学校から多くの児童たちが在籍し、トレーニン

グをしています。サッカーを通して自立した人間に成長

することを目指し、サッカーだけでなくボランティア活

動にも取り組んでいます。活動場所 まなびの里サッカー

場、まなびの里体育館、長和小体育館 対象 U15：中 1〜

中 3男女、U12：小 1〜小 6男女

人数・頻度 U12:小 1〜小 6まで 110 名、月、水、週末。

U15:中 1〜中 3まで 35 名、月、水、金、週末。

大会・発表の場 北海道カブスリーグ、クラブ選手権、こく

みん共済リーグ、その他各種大会及びフェスティバル、

年に数回のボランティア活動 会費 U15：入会金 10,000

円、月会費2,500円。U12：年会費3,500円、月会費1,000

円。U10：年会費2,400円、月会費800円（兄弟割引あり）。

連絡先 U15：深谷

U12：真島 ｜ f-akinet@hotmail.co.jp

http://nss.jp.net

https://ja-jp.facebook.com/kitashonanss

--------------------------------------------------------------------------------------------

FC DATE 少年団（えふしーだて しょうねんだん）

当少年団は、サッカーの技術向上はもとより、仲間を思

いやる心、人と人とのつながり、努力し、汗を流した結

果、勝利という花が咲く喜びを知ることを目的として活

動しております。サッカーが好きな！、大好きな！、元

気な団員を募集しています。まずは気軽にグラウンドへ

見学に来てください。

活動場所 春〜秋：伊達小グラウンド、まなびの里グラウ

ンド 冬：伊達小体育館、市体育館、まなびの里体育館

対象 年長〜小 6 人数・頻度 60 名、コーチ 10 名、週 3〜

5 日（火・木・金）16：00〜18：00。 土日は試合が入る

場合あり大会・発表の場 各学年別の各種大会に出場

会費 年長：年 5,000 円。小 1〜小 3：年 14,000 円。小 4

〜小 6：年 20,000 円。会費以外にスポーツ保険料あり

連絡先 大和田康夫｜t.m.m.m.m-f@docomo.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

VAIN FOOTBALL CLUB 伊達
（う゛ぁいんふっとぼーるくらぶだて）

伊達市をホームタウンとする社会人サッカークラブチ

ームです。選手の 9割が伊達出身選手でチーム構成して

おります。北海道サッカーリーグ昇格を目指し、試合の

主戦場として、伊達市をはじめ、函館、苫小牧、室蘭会

場にて試合を行います。西胆振エリアで働く選手や、大

学在学中の選手も大勢います。高い志を持って、チーム

一丸となって取り組んでおります。ＪＦＡ指導者ライセ

ンス保持者による選手主催サッカー教室を開催。

活動場所 4月～10月：伊達まなびの里サッカー場、11月～

3月：伊達市総合体育館あかつき（室内練習）

対象 18歳～35歳の男性 人数・頻度 部員20名、練習週2回

大会・発表の場 2020 年：北海道サッカーリーグ・道南ブ

ロックリーグ所属、2019 年：全国クラブチームサッカー

選手権 全道ベスト 8（過去 3 位あり）

会費 入会金：なし、会費：年 25,000 円

連絡先 鈴木円｜ vainfcdate-2007@sea.plala.or.jp

http://www12.plala.or.jp/vain-fc/

サッカー
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VFC DATE sonia（ぶいえふしー だて そにあ）

VAIN FC 伊達に所属する 35 歳以上のメンバーで構成さ

れたチームです。経験、未経験を問わず、皆で楽しく生

涯サッカーを目指して活動しています。

活動場所 まなびの里サッカー場 対象 35 歳以上のサッカ

ー好きの方（未経験者も含む） 人数・頻度 およそ 16 名、

毎週木曜日 19：30～（伊達ナイターミドルリーグ参加）

大会・発表の場 5～11 月、伊達ナイターミドルリーグ参加

会費 月 1,000 円程度

連絡先 鈴木円｜vfcsonia@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

AMOROSO（あもろそ）

子ども達のサッカーの影響から始めたフットサル。なの

で、ほとんどは主婦の集い。毎週火曜日 19～21 時、伊

達小体育館にて練習ｏｒ練習試合。初心者の方でも楽し

くできます。子ども達と一緒に練習試合もしています。

体を動かしたい方は、どうぞ来てください。

活動場所 伊達小学校体育館 対象 30 歳以上の女性

人数・頻度 12 人程度、週 1回（火）

大会・発表の場 2020 年、コンサカップ少年団母の部で 1

勝1敗2引き分けでリーグ3位 会費 体育館使用料とし

て毎回 200 円 連絡先 外崎和枝

tonosakichaki0514@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

ノーマライゼーション・フットサル教室 futty
（のーまらいぜーしょん・ふっとさるきょうしつ ふってぃー）

みんなと一緒にスポーツをしたいけど、周りとうまくい

かない。大人と一緒なら、楽しく過ごせる。こんな子ど

もたちが、福祉の専門職と楽しくサッカーをします。同

教室では、地域で活躍する大人、福祉の専門職、学校教

諭が集まり、子供と大人、障がい、関係なく、プレーを

通しての楽しさを味わいます。そして、子どもたちには

「小さな成功を積み重ねて自信に繋げる」という目的で

活動しています。

活動場所 伊達市幌美内町 36-58 太陽の園体育館

対象 小学1年生～高校3年生までの発達に困難をかかえ

る子どもや親御さん、または福祉に携る方

人数・頻度 発達に困難をかかえる子ども 10 名～、発達に

困難をかかえる子どもを育てる親御さん 5名～、福祉に

関わる方または福祉専門職 11 名。

会費 年間会員(任意)：2,000 円(保険加入費)。参加費：

当日券 500 円、 回数券 5,000 円 (10＋2 回分)。※はじ

めて参加される方は無料となっています。※2021 年 3

月 31 日までの特典あり

連絡先 佐々木慎介｜shin.yuki0917@icloud.com

-------------------------------------------

----------------------------------------------

あすなろ卓球クラブ （あすなろたっきゅうくらぶ）

あすなろ卓球クラブは昭和53年に発足しました。今は男性

も女性も入ってますがその当時はママさん卓球クラブでし

た。31名の会員から前期・後期の役員を各3人ずつ決めて活

動しています。リーダー1人、サブリーダー1人、会計1人。

活動場所 伊達市総合体育館

対象 年齢・性別を問いません 人数・頻度 31 名

大会・発表の場 伊達市卓球連盟の主催する大会に参加

会費 前期と後期で年会費は変わる（1,500～2,000 円位）

連絡先 寺田良子

--------------------------------------------------------------------------------------------

高齢者体力づくり（こうれいしゃたいりょくづくり）

伊達市長生大学卓球クラブと市内高齢者の卓球好きが

集まり、体力づくりを目標に頑張っております！！

活動場所 市総合体育館 対象 63 歳以上

人数・頻度 60 名、週 2回（水・金）13：00〜15：00

大会・発表の場 年 2 回開催(11 月、2 月)

会費 年 2,000 円 連絡先 餌取竜一

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市卓球連盟（だてしたっきゅうれんめい）

週 2回の練習に参加でき、各連盟主催の大会に参加でき

る方はお気軽に参加してください。

活動場所 伊達中体育館 対象 小 3 以上

人数・頻度 20 名、週 2回(火・木）

大会・発表の場 伊達市卓球連盟主催の各大会、北海道卓球

連盟主催の各大会 会費 無し

連絡先 横山清志 ｜ yokoyamakiyoshi@mou.ne.jp

-------------------------------------------------

-------------------------------------------

卓球

ロラバスWEB 版には電話番号を掲載していません

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

✉da tec omu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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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伊達フルハウス卓球スポーツ少年団
（だてふるはうすたっきゅうじぇいえすしー）

伊達フルハウス卓球スポーツ少年団は、卓球を通じスポ

ーツの楽しさと団体活動の大切さを子どもたちに知っ

てもらうために活動しています。指導員も子どもたちと

のふれあいにより豊かな人間性を身につけたいと思っ

ています。活動場所 月：関内小体育館、木：伊達中体育

館、土：市総合体育館 対象 小 1〜中 3 人数・頻度 40 名、

週 3回（月・木・土） 大会・発表の場 各種大会に出場

会費 小学生：月 1,500 円。中学生：月 500 円。他、大会

参加料、用具等は必要に応じて掛かります。

連絡先 大西秀幸

--------------------------------------------------------------------------------------------

どんぐりクラブ （どんぐりくらぶ）

50 歳代から 80 歳代の女性で構成している卓球クラブで

す。心身のリフレッシュと健康維持、そして会員の親睦

を深める事を目的に活動しています。

活動場所 伊達市総合体育館 対象 社会人の女性

人数・頻度 18 名、週 2 回（月・水）9：30～12：00

大会・発表の場 卓球ママさん連絡協議会の大会

会費 上期 4,000 円、下期 4,000 円

連絡先 安倍令子

--------------------------------------------------------------------------------------------

ひやく会卓球クラブ（ひやくかいたっきゅうくらぶ）

会員相互の卓球技術の向上と親睦を図ることを目的として

活動しています。老若男女を問わず、やってみたいという

初心者の方も大歓迎。卓球好きになるよう指導します。

活動場所 市総合体育館 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 40～80 歳代の男女 38 名、週 2 回（月・木）

13：00～15：00。体育館が空いている場合は、祝祭日で

も活動しています。大会・発表の場 女子：室蘭地区ママさん

卓球連盟主催の団体戦に参加（年４～５回）、男子：年２回の

交流会あり。その他、親睦卓球大会あり（年２～３回）

会費 年 3,600 円（4 月以降の途中加入者については、

300 円×在月数） 連絡先 渡部孝

----------------------------------------

伊達シニアテニスサークル（だてしにあてにすさーくる）

硬式テニスの練習と親睦を兼ねて、ゲーム中心に活動し

ています。活動場所 夏：ほくでん伊達スポーツ公園テニ

スコート、冬：市体育館 対象 テニス経験者

人数・頻度 20 名、週 2〜3 回程度

大会・発表の場 各種シニア大会・テニス協会主催の大会

会費 テニスボール各自持参。冬の体育館使用料がかかります。

連絡先 斎藤文子｜ fumi-ume325.s@au.com

-------------------------------------------------------------------------------------------

伊達ソフトテニス連盟（だてそふとてにすれんめい）

社会人の方は、当連盟の加盟団体である「伊達クラブ」

に加入していただくことで活動することができます。主

に練習ゲームを中心の活動内容です。学生時代にラケッ

トを握った経験のある方、もう一度始めてみませんか？

女性の方の参加もお待ちしています。

活動場所 伊達市総合体育館、伊達中体育館、光陵中体育館

対象 社会人 人数・頻度 10〜20 名、週 3 回

大会・発表の場 連盟主催の大会（年 4〜5 回）

会費 年 6,500 円

連絡先 今野卓也｜ kon-takku@ezweb.ne.jp

https://fb.com/datesofttennisrenmei

https://twitter.com/datesofttennis

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達テニス協会（だててにすきょうかい）

一年を通して、様々な活動をやっています。初心者講習

会（6 月〜7 月）6回。テニス大会（5月〜10 月）3回。

納会（11 月）。冬季（11〜3 月）は次の通り、市体育館

で練習しています。土曜日 19:00〜21:00、日曜日 13:00

〜15:00（第 2・第 4・第 5）

活動場所 市内 対象 小学高学年以上 人数・頻度 76 名

大会・発表の場 テニス大会 会費 小学高学年～中学生：

年 500 円。一般：年 1,000 円

連絡先 斉藤嘉朗 ｜yoshio29@nifty.com

小山田文彦

--------------------------------------------------------------------------------------------

大滝スポンジテニス愛好会
（おおたきすぽんじてにすあいこうかい）

スポンジテニスを通じて、地域の方と一緒に楽しく汗を

流しています。スポンジテニスは誰にでもすぐに始めら

れ、楽しく良い汗を流せるスポーツです。ぜひお気軽に

遊びに来てください。活動場所 大滝徳舜瞥学校体育館（11

～４月は大滝基幹集落センター） 対象 年齢・性別を問

いません 人数・頻度 15 名、毎週木曜日 19：00〜21：00

大会・発表の場 大滝スポンジテニス大会 会費 年 500 円

程度（ボール代） 連絡先 塚田明美

テニス
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長和スポンジテニスクラブ
（ながわすぽんじてにすくらぶ）

現在50歳代から70歳代までの６名で週１回楽しく活動

しています。初心者でもすぐできるので会員を常に募集

しています。

活動場所 長和小体育館 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 現在 6 名、週 1 回（金）

大会・発表の場 不定期に参加しています。

会費 必要の都度徴収 連絡先 廣内照夫

--------------------------------------------------------------------------------------------

スポンジテニス愛好会（すぽんじてにすあいこうかい）

現在、会員の構成は、60 歳以上の男女 20 名程度。健康

づくりを目的に、当日参加した人の中でペアを決め、試

合形式でゲームを行っています。2コートで 15、16 名の

方が、交互にゲームをしているため、見学や新会員を率

先して勧誘していませんが、入会を希望される方は、ご

連絡ください。活動場所 伊達市総合体育館

対象 年齢・性別を問いません。

人数・頻度 現在 20 名、週 2 回（月・木）13：00～15：00

会費 月 500 円 連絡先 荒井純夫

arai-suyo@msg.biglobe.ne.jp

-------------------------------------------------------------------------------------------

スポンジテニス同好会（すぽんじてにすどうこうかい）

会員は、30～70 代（男女半々）で、ゲームを楽しんでい

ます。また、「伊達市民スポンジテニス大会」にも、数

名が参加しています。

活動場所 伊達市総合体育館 対象 年齢、性別は問いません。

人数・頻度 18 名、週 2 回（夏季：水・金、冬季：月・水）

13～15 時

大会・発表の場 なし 会費 年会費 6,000 円（分納可）

連絡先 佐藤義信

-

伊達市ミニバスケットボールスポーツ少年団
（だてしみにばすけっとぼーるすぽーつしょうねんだん）

小学校2〜6年生のバスケットボールのスポーツ少年団で

す。バスケットボールの練習や各種大会への参加のほか、

マラソン大会や体力測定など各種行事へ参加しています。

活動場所 5～10 月は月曜日に市総合体育館、火・木曜日に

伊達西小体育館。 11～4 月は火・木・金曜日に市総合体

育館、その他、ユニフォームメンバーのみ特別練習あり

対象 小学生 人数・頻度 男女 31 名、週 3～4 回

大会・発表の場 各種大会 会費 年 13,500 円、母集団費：

年 500 円 連絡先 矢元弥生｜0841.629@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

Armada（あるまだ）

伊達市のバスケ好きの集まりです。練習ではチーム以外

の参加者も多く、室蘭市から練習に来る人や高校生の参

加もあり楽しくバスケをしています。室蘭地区バスケッ

トボール協会主催のリーグ戦に参加しています。

活動場所 伊達西小学校 対象 クラブチームとして活動し

ているため、バスケットボールが好きで継続的に練習に

参加できる方

人数・頻度 現在 9 名、毎週土曜日（19：00～21：00）

大会・発表の場 室蘭地区バスケットボールリーグ戦参加

会費 年 5,000 円程度（大会参加者は別途 JBA 個人登録料

3,000 円）

連絡先 甲斐直樹｜kyoiku@city.date.hokkaido.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dated-DAM'S（でいてぃっど だむず）

バスケットボールの経験、年齢・性別を問わず楽しく長

く一緒にバスケットボールができればと思っています。

基本的に社会人のチームではありますが、親子での参加

も歓迎しています。一度見学・体験練習に来ていただき、

一緒にバスケットボールをしましょう！ ※見学・体験・

入会は年間を通していつでも受付しております。

活動場所 光陵中学校体育館 対象 性別は問いませんが、

基本的に社会人のみ（できれば男性は 30 代以上）。高

校生以下の入会は親同伴。それ以外の方は、一度見学に

来ていただき要相談。 人数・頻度 27 名（男性 25 名 内

中学生以下 8 名、女性 2名）、週 1回（火）19:00～21:00

会費 年会費一家族 5,000 円。下期（10 月）からの入会

は 3,000 円。任意で別途スポーツ保険 1,850 円、中学生

以下 800 円。

連絡先 名取貴由紀

lakers24-kobebryant.natty@docomo.ne.jp

バスケットボール
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--------------------------------------------------

大滝バーディーズ★ジュニア
（おおたきばーでぃーず★じゅにあ）

小学生対象のバドミントン少年団です。年間約 6 回の大

会で上位を目指して、楽しく、時に厳しく練習に励んで

います。現在、2～6年生の 10 名で活動しています。

活動場所 大滝基幹集落センター

対象 小学生 人数・頻度 5 人

会費 月 1,000 円

連絡先 宇井尚｜ uipoko@icloud.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

大滝バドミントン愛好会
（おおたきばどみんとんあいこうかい）

笑いの絶えない楽しくアットホームな団体です。初心者、

経験者も大歓迎ですのでバドミントンの好きな方ぜひ

遊びに来てください。

活動場所 大滝基幹集落センター 対象 中学生以上

人数・頻度 週 1 回（金曜日）

大会・発表の場 大滝区内スポーツ大会 会費 1 回 200 円

連絡先 塚田明美

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市バドミントン協会（だてしばどみんとんきょうかい）

毎週水曜日・木曜日に市の総合体育館を協会として借り

ています。サークルではないので、各自、練習したい人

たちが自主的に集まって練習しています。シャトル・道

具などは各自で準備してください。練習終了後、200 円

を使用料として集めています。その時によって集まる人

数も違うので、例えば、初心者の方がきてすぐに対応で

きるような体制にはなっていませんので、参加希望の方

はあらかじめご了承ください。見学は自由です。

活動場所 伊達市総合体育館 対象 バドミントンに興味の

ある方は一度ご連絡ください

人数・頻度 10〜30 名、週 2 回（水・木）19：30〜21：30

大会・発表の場 年に数回、総合体育館で大会を開催

会費 会場使用料 1 回 200 円

連絡先 井村亮平 ｜datebado2@yahoo.co.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市バドミントンスポーツ少年団
（だてしばどみんとんすぽーつしょうねんだん）

小学生を対象としたバドミントンスポーツ少年団です。バ

ドミントンは負荷も高いけど競技性も高い、「疲れるけど面

白い」スポーツです。体を動かしたい小学生にはおすすめ

ですし、運動が苦手と思っている小学生にもおすすめです。

バドミントン競技の普及啓発、団員の技術向上と団員の心

身の健やかな成長のために日々がんばっています！

活動場所 伊達市総合体育館 対象 小学生 人数・頻度 小学

生 26 人、中学生 8人、週 3回（月・水・金）17:30〜19:30

大会・発表の場 室蘭地区バドミントン協会主催大会、自己

主催大会など 会費 原則月 1,500 円（都度、大会出場の

費用などの負担もあります）

連絡先 小笠原正光｜ gassa@ams.odn.ne.jp

https://date-badominton.jimdofree.com/

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達シャトル同好会（だてしゃとるどうこうかい）

健康増進のためゲームを中心にバトミントンを楽しむサ

ークルです。サークル活動を通じ、会員の親睦をはかって

います。活動場所 伊達市総合体育館（サブアリーナ）

対象 バドミントンに興味のある社会人の方はご連絡ください

人数・頻度 人数・頻度 15 人、週 2 回（火・金）9:30～12:00

会費 月 1,000 円

連絡先 髙野池一則

バドミントン

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

✉da t ecomu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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

ロラバス WEB 版には電話番号を掲載していません
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-------------------------------------------------------------------------------------------

エラーズ（えらーず）

週 1回の練習ですが、出席率が高く楽しく活動していま

す。シニアチームと若い部員を中心とした両方の良さを

兼ね備え、30～70 代のメンバーで構成されています。

活動場所 長和小体育館 対象 ママさん、社会人（女性、

年齢制限無し） 人数・頻度 16 名、週 1 回（火）

大会・発表の場 年間 8～10 回程度の大会に参加

会費 月 1,000 円 連絡先 廣内敏子

------------------------------------------------------------------------------------------

関内 PEACE（せきないぴーす）

みんなで楽しくバレーボールをしています!! 現在 9 名

の会員で活動しており、一緒に楽しく練習できる方、随

時募集しています!!活動場所 関内小体育館

対象 楽しくバレーボールを楽しみたい女性の方

人数・頻度 現在 9 名、週 1回（火）

大会・発表の場 年に数回、大会に出場。（主に伊達市で開

催されるもの。レディースバレーボール大会等）

会費 月 500 円 連絡先 赤間由紀

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市バレーボール協会（だてしばれーぼーるきょうかい）

各チームが、それぞれ練習に励み大会への出場を目指し

ています。活動場所 市内小・中学校体育館、伊達市総合

体育館、まなびの里体育館等 対象 小学生以上

人数・頻度 各チーム週２回～ 大会・発表の場 大会：一般（年

3回）、ママさん（年4回）会費 各チームにより異なりま

す 連絡先 福澤範子

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達レモンズバレーボール少年団
（だてれもんずばれーぼーるしょうねんだん）

私たち伊達レモンズは、伊達小体育館で週 3回バレーボ

ールの練習に汗を流しています。バレーの他にも地域の

ゴミ拾いなどの奉仕活動も積極的に行っています。大会

や宿泊遠征などで仲間と共に過ごす時間が多いので、自

然と仲間を大切にする気持ちが芽生え、子ども同士とて

も仲が良いです。これからも周りの人達への感謝の気持

ちをもって活動をしていきたいです。

活動場所 主に伊達小体育館で週に３回活動しています

対象 小学生 人数・頻度 約 15 名、週 3回（月・水・金）、

他に土・日は大会など

大会・発表の場 年 10 回程度、大会に参加

会費 団費として月 1,500 円の他、スポーツ保険代など

連絡先 八木沼好子｜yoppikko@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

ラウディークラブ（らうでぃーくらぶ）

伊達市を中心に伊達近郊の社会人でバレーボールを楽

しんでいます。男子チーム女子チームに分かれ市の大会

を中心に活動しています。初心者も、気軽に参加してく

ださい。

活動場所 伊達市総合体育館 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 12 名、週 2 回（火・金）19:30〜21:30

大会・発表の場 協会長杯、協会結成記念大会

会費 月 1,500 円 連絡先 岩倉豊

ebo8matu@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達若草（だてわかくさ）

伊達若草は現在、20～50 代と幅広い年齢層のメンバーで

バレーボールを楽しんでいます。毎週火・金曜日午後 7

時半から 2時間汗を流しています。初心者・経験者問わ

ず、バレーが好きな女性の方お待ちしております。

活動場所 伊達市総合体育館

対象 バレーボールが好きな女性の方 人数・頻度 12 名

大会・発表の場 例年、伊達市のバレーボールの大会や全道

につながる予選会に参加しています 会費 月1,000円（ス

ポーツ保険料1,850円、ほか登録料が別途かかります）

連絡先 田淵りつ子｜ritu.miyo.@docomo.ne.jp

伊達政宗ダンガンズバレーボール少年団
（だてまさむねだんがんずばれーぼーるしょうねんだん）

平成 15 年男子バレーボール少年団を旗揚げ。政宗ダン

ガンズは、楽しむ、頑張る、そして、そこに強くなる！

が加われば良しと考えています。スポーツを通してたく

さんの事を経験してもらいたいと思っています。現在は

男女混合チームとして活動中です。

活動場所 水：西小、木：長和小、金：東小

対象 小学 1 年生から中学 3年生までの男女

人数・頻度 10 名、週 3回

大会・発表の場 伊達市、室蘭市バレーボール協会主催の大

会はもちろん、各地方の試合にも出場しています。

会費 月 1,500 円

連絡先 神洋平｜youpei30@yahoo.co.jp

バレーボール・ミニバレーボール
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稀府バレーボール同好会（まれっぷばれーぼーるどうこうかい）

バレーボール好きな人達が集まって活動しています。新し

い方大歓迎です。活動場所 稀府小体育館 対象 成人女性

人数・頻度 10 名、週 1回（水）19:00〜21:00

大会・発表の場 胆振西部大会（5 月、9月、10 月）、近隣

地域大会（12 月） 会費 年 3,000 円

連絡先 川潟志津子

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝風（あさかぜ）

大会を励みに、20 代から 60 代のメンバーで活動中。3

月の大会は、山下町の住人を募集します。

活動場所 月：光陵中体育館、金：伊達西小体育館

対象 20代～60代の女性

人数・頻度 10 名、週2 回（月・金）

大会・発表の場 年 5 回位 会費 月 1,000 円

連絡先 伊勢八重子

--------------------------------------------------------------------------------------------

北星体育振興会バレーボール部
（ほくせいたいいくしんこうかいばれーぼーるぶ）

北星バレーボール部は、北星体育振興会を拠点に活動し

ておりますが、知人を通じた仲間や仕事と家庭を両立し

ている子育て中の部員が多いです。時には中高生の子ど

もたちとミニゲームなどをしながら日々練習に励んでい

ます。トリムバレーやレディースバレー、300 歳バレーな

どの大会で頑張っています。現在部員募集中です。学生

時代にバレーをやっていた方、バレー経験はないけど身

体を動かしたい方など、一緒にバレーで青春しよう！

活動場所 月：光陵中体育館、木：伊達西小体育館

対象 20 才以上の女性 人数・頻度 9 名、週 2回（月：光

陵中、木：西小）19:00〜21:00

大会・発表の場 トリムバレーボール大会（2月）、300歳バ

レーボール大会、レディースバレーボール大会（3月）他

会費 年 3,000 円

連絡先 小野一仁｜ono717113@i.softbank.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

ACE（ え ー す ）

30～50 代のメンバーで活動しているママさんバレーボ

ールチームです。仕事、育児をやりくりし、週 2 回練習

しています。バレーボール好きな方募集しています。

活動場所 伊達西小学校、伊達市総合体育館

対象 既婚者または 30 歳以上の女性

人数・頻度 10 名、週２回（火・金）19～21 時

大会・発表の場 年 3～4 回（近隣地域大会）

会費 月 1,000 円 連絡先 三星純子

--------------------------------------------------------------------------------------------

ZER0'Z（ ぜ ろ っ ず ）

ZER0'Z はバレーボールを通して将来、社会で生きてい

く上で必要な「人間力」を育てることを第一の目的とし

ているチームです。チームが一つの大きな家族となり選

手の心と体を育て、家族も指導者も選手と共に成長しま

す。世界標準を意識した選手育成・チーム作りを目指す

とともに、幼児から小学生を対象に子どもの発達段階に

合わせた ACP も定期で活動しています

活動場所 主に長和小学校体育館、伊達中学校体育館での

通常練習。夏季はビーチバレーする選手は豊浦や石狩、

旭川などのビーチに出掛け、練習がない日は登別のジム

でトレーニングも行っています。

対象 幼児～大人男女 ACP、ジュニア(U12)、ユース

(U14,U19,U21)、ZEROZEARTH(大人)

人数・頻度 ACP:幼児～小学生女子 4名。ジュニア(U12):

男女 5 名、週 4 回。ユース(U21):男女 21 名、週 4 回。

ZEROEARTH(年齢無制限):男女 15 名、週 4回。

大会・発表の場 ジュニア(前年度実績)：伊達市、室蘭市新

人戦、夏季大会、NHK 杯、会長杯、八雲町大会、釧路ド

リーム杯、北斗トップリーグなど。ユース：ヤングバレ

ーボール大会、櫻田杯、ビーチバレー大会、茨城国体(茨

城)、マドンナカップ全国大会(愛媛)、ビーチジャパン

ジュニア全国大会(大阪)など。

会費 ACP：月 3,000 円。ジュニア：月 3,500 円。ユース：

月 2,500 円。高校生以上は大会費などその都度。

連絡先 工藤望美｜non.chan.non@gmail.com

https://fb.com/ZER0ZVB

--------------------------------------------------------------------------------------------

エクセルMV（えくせるえむぶい）

ミニバレーボールはボールがやわらかくネットが低い、

さらにボールと運動靴さえあればプレーできるという

ことから老若男女、誰でも気軽に参加できるスポーツで

す。健康第一、若さを保つよういつも皆で笑いながら楽

しんでいます。活動時間内であれば好きな時間に参加で

OK。随時部員を募集しています。

活動場所 伊達市総合体育館 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 8 名、週 1 回（木）9:45〜11:45

会費 月 200 円、スポーツ保険料として年 1,800 円（年

齢によって変わります）

連絡先 中野豊子

--------------------------------------------------------------------------------------------

BarBies（ばーびーず）

やわらかいトリムバレーボールを使い、４人制でプレー

します。ネットの高さは 2m、バドミントンのコートを使

います。大会では女子の部と混成の部があり、老若男女

が楽しめるスポーツです。好きな曜日に活動参加。20

代から 60 代の男女がいます。

活動場所 伊達市総合体育館 対象 20 代～50 代の男女

人数・頻度 30 名／週 3回（月・水、土又は日）19:30～

21:30

大会・発表の場 伊達ミニバレーボール協会の大会、市民大

会、室蘭ミニバレーボール協会の大会 会費 月 500 円

連絡先 佐藤亜矢子 ｜ ayanosuke-pp@docomo.ne.jp

http://blog.musyanavi.com/barbies



17

プレジャーサークル（ぷれじゃーさーくる）

ミニバレーボールとはゴムでできた弾力性のあるボー
ルを使い、各チーム 4 人でバドミントンと同じ高さの 2m
のネット、同じ広さのコートでプレーするバレーボール
です。働いている方でも参加できるように夜活動してい
る、ミニバレーボールのサークルです。男女問わず楽し

くバレーをしています。初心者大歓迎です。子ども連れ
でも大丈夫です。活動時間内であれば好きな時間に参加
で OK。随時部員を募集しています。
活動場所 長和小学校 対象 年齢・性別問いません
人数・頻度 12 名、週 2 回（火・金）19:00〜21:00

会費 月 300 円、入会初回のみボール代 200 円

連絡先 中野豊子

-----------------------------------------------------------------------------------------

稀府マップス（まれっぷまっぷす）

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・頻度 20 名、

週 2回（月・金）19:00〜21:00

会費 月 200 円 連絡先 渡辺和彦

--------------------------------------------------------------------------------------------

ミニバレーサークル（みにばれーさーくる）

私達のサークルがプレーしているミニバレーボールは、ゴ
ムでできた弾力性のあるやわらかいボールを使い、ネット
の高さは2ｍで、バドミントンコートを使用します。4人対
4人でプレーするバレーボールなので、老若男女、誰でも
気軽に参加できるスポーツです。親睦会を通じ会員間のコ

ミュニケーションを図り、和気あいあいと楽しんでいます。
活動場所 市総合体育館（サブアリーナ）
対象 年齢・性別等制限なし 人数・頻度 13 名、週 1回（木）
9:30〜12:00。時々、火曜日も活動することもあります。
大会・発表の場 大会等には参加していない
会費 半年 2,000 円
連絡先 和島房世｜waji.1004@yahoo.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

レッツビギンず（れっつびぎんず）

交流の場もしくは体力づくりとしてミニバレーをして

います。バレーのみならずその後の飲み会（ノミニケー

ション）もあります。活動場所 関内小学校体育館

対象 20 歳以上ならどなたでも 人数・頻度 メンバーは 15

名、毎回7 名程度の参加。週 1 回（水）19：30～20：40

大会・発表の場 年数回の交流試合＆親睦会を行っています

会費 特に無し 連絡先 奥田正教

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達ミニバレーボール協会
（だてみにばれーぼーるきょうかい）

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、

気軽にお問合せください。見学・体験してみましょう。

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・頻度 10～30 人、週 2～3回

大会・発表の場 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 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｜ ayanosuke-pp@docomo.ne.jp

https://date-mini.wixsite.com/website

-----------------

OVER PRIDE（おーばーぷらいど）

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：東小学校体
育館・稀府小学校体育館場 対象 小学生

人数・頻度 15 名前後、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

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達パンダーズ野球スポーツ少年団
（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、主に伊達小学校に在籍する児童で構成されています。

シーズン中は毎週火・木は練習、土・日・祝は練習試合

や各種大会に参加し、他チームとの対戦を通じて交流を

深めています。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

るように指導者、母集団で協力していきたいと思います。

活動場所 4～10月：伊達小グラウンド。11～3月：関内小体

育館（火・木）、伊達小体育館（土・日） 対象 小学生

人数・頻度 20 名、週 3〜4 回（火・木・土・日）

大会・発表の場 年 10 回くらい 会費 年 24,000 円

連絡先 中西一弘｜ datepandars@yahoo.co.jp

https://ameblo.jp/date-panders

野球・ソフトボール
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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。火・木・土・日

の週 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 月までのシーズンオフ

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。

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・頻度 20 名、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

--------------------------------------------------------------------------------------------

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・頻度 9 チーム、約 250 名。不定期で 5

〜10 月までの週末に活動。

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

--------------------------------------------------------------------------------------------

長和ジュニアスワローズ （ながわじゅにあすわろーず）

活動は長和小学校グラウンドで火・木・土、日の週 3回～

4回となっており、4月～10 月の土・日は大会・練習試

合が中心となっています。また、11 月～3 月の活動は長

和小学校体育館で火・木・土の週 3 回となっています。

子どもたちは仲良く・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

人数・頻度 12 名、週 3回（火・木・土）。4月〜10 月の

週末に大会・練習試合。

大会・発表の場 年間 15 試合程度 会費 月 1,500 円

連絡先 山田 秀一｜yamahm@chive.ocn.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

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）

西胆振軟式野球連盟は北海道軟式野球連盟 25 支部の１

支部で、胆振西部４市町を管轄地域とし、各市町の野球

連盟（伊達野球連盟、豊浦町軟式野球連盟、洞爺湖町軟

式野球連盟、壮瞥町軟式野球連盟）を下部組織とし、下

部団体として西胆振少年野球連盟が加盟しています。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。

活動場所 市営館山野球場、ほくでん伊達スポーツ公園野球場

対象 小学生以上 人数・頻度 マスターズ4、中学3、少年

8チーム、約600名。不定期で5〜10月までの週末に活動。

大会・発表の場 天皇賜杯、国体、マスターズ、高松宮賜杯、

東日本、知事杯、全日本少年、全日本学童 会費 一般：

年 21,000 円。中学：年 8,000 円。少年：年 5,000 円。

連絡先 飯尾敦司｜iio.atusi@peach.plala.or.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

西胆振ベースボールスクール
（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。

活動場所 伊達市館山野球場他 対象 主に中学３年生

人数・頻度 指導者 4名、中学生 15～20 名、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

----------------------------------------------------------------------------------

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・頻度 20 名、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
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--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達スイミングスポーツ少年団
（だてすいみんぐすぽーつしょうねんだん）

顔を水につけられない小さなお子さんの水慣れから、ク

ロール、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライの四泳法を泳げる

ようになるまで、指導員の資格をもっている優しいコー

チが、その子のペースに合わせて個別に教えてくれます。

年齢の違うお友達と一緒に練習したり、目標に向かって

励ましあって過ごすことで心も体も成長できます。

活動場所 伊達市総合体育館（温水プール）

対象 小学生・中学生・高校生 人数・頻度 20 名

大会・発表の場 伊達市総合体育館の温水プールや室蘭・登

別など含め、年に 10 回ほど大会があります。参加は本

人の希望により自由です。

連絡先 吉嶋由佳｜ yy0011091051@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達婦人スイミングサークル
（だてふじんすいみんぐさーくる）

60 代以上を中心に会員 20 名程度です。自分で泳ぐ距離

を決めている人、歩きながらお喋りする人、それぞれで

す。体力向上・体力維持が目的です。また、親睦も大切

にしています。

活動場所 伊達市総合体育館（温水プール）

対象 女性のみで年齢制限はありません

人数・頻度 週 2 回（火・木）14：00～15：00

会費 年 12,000 円（月 1,000 円）

連絡先 菊地和子

--------------------------------------------------------------------------------------------

水中ウォーキングサークル“水中華”
（すいちゅううぉーきんぐさーくる すいちゅうか）

先生の指導のもとに活動しています。「アクアエクササ

イズ」（ウォーキング、ダンス）などの軽い水中運動で

す。会員の健康、友好を目的に楽しく運動しています。

幅広い年代の方にも無理なく参加していただけます。あ

る年齢に達すると、水着を着ることに抵抗がありますが、

みんなで着ると怖くないという気持でガンバっていま

す。活動は年中。体験、見学気軽に来てください。皆様

のご参加をお待ちしております。

活動場所 伊達市総合体育館（温水プール）

対象 男女問わず、泳げなくても水中で体力に合わせて、

健康増進のために活動したいと考えている方。

人数・頻度 定員 45 名、週 2 回（火・金）12：30〜14：30

大会・発表の場 会費 入会金 500 円、月会費 2,500 円

連絡先 辻ひろみ

--------------------------------------

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

✉da tec omu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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

掲載をご希望のみなさまへ
このガイドブックの情報は 2021年 2月の調査に基づいて掲載されています。掲載内容は年に 1回更新されます。

内容の更新や新規で掲載を希望される場合は下記までご連絡ください。

水泳など

ロラバス WEB 版には電話番号を掲載していません
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ABENIR KALIS SYSTEM
旧名：合気研究会インターナショナル（あべにーるかりすしすてむ）

アベニール・カリス・システムは、フィリピンの格闘技

です。元々は武器を用いた伝統武術（ボロ、スティック、

ナイフ）の保存と育成を目的としていましたが、今では

効果的な護身術として発展しています。稽古では「武装

していない状況で、いかに敵から身を守るか」をテーマ

に、ナイフ等の武器を奪って相手を押さえ込む練習に重

点を置いています。日常に役立ち、誰でも取り組むこと

ができますので、是非一緒に楽しみましょう。

活動場所 市武道館 対象 小 3以上 人数・頻度 12 名、週 1

回（土）19:00〜21:00 会費 大人：月1,000円、高校生：

月300円、中学生：月300円、小学生月100円、なかよし親

子コース（親子で入会の場合会費は大人のみ）：月1,000円

連絡先 サントス｜ gillysantos64@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

大東流合氣柔術幸清会
（だいとうりゅうあいきじゅうじゅつこうせいかい）

大東流合氣柔術の稽古と、護身術教室を開催しています。

活動場所 市武道館 対象 小学生以上 人数・頻度 子ども

10 名、大人 5名。週 1 回（火）19:30〜21:00。

大会・発表の場 強化合宿、新年稽古始め 会費 入会金：

小学生 1,000 円、中学生以上 2,500 円。月謝：小中学生

700 円、高校生 1,500 円、大学生・一般 2,500 円、以降

段位による

連絡先 平田賢弘｜ santacherry1972@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

国際空手道連盟 極真会館 伊達道場
（こくさいからてどうれんめい きょくしんかいかん だてどうじょう）

国際空手道連盟 極真会館北海道胆振支部の伊達道場

です。老若男女を問わず、一緒に楽しく、時には厳しく

稽古に汗を流しています。

活動場所 稽古場所は、伊達市武道館第2格技場。その他演

武は、近隣地域。 対象 幼児から上は、年齢・性別を問い

ません 人数・頻度 約 10 名、原則週 1回（水）19:30～

大会・発表の場 各全道大会、全国大会、国際大会へ出場

会費 会館規定による

連絡先 齋藤信一｜info@kyokushin-iburi.org

http://www.kyokushin-iburi.org/

--------------------------------------------------------------------------------------------

総合空手坂井塾（そうごうからてさかいじゅく）

フルコンタクト、関節技を主体とした空手、他に受け身

の体操も取り入れています。極真空手の大会に年 3回出

場しています。活動場所 坂井会館 対象 4 歳以上

人数・頻度 15 名、週 2回（水・日）

大会・発表の場 全道・空手大会 会費 入会金 5,000 円、

中学生まで月 4,000 円、高校生～大学生月 5,000、大人

月 6,000 円 連絡先 坂井猛志

seiryu.ichimon@gmail.com

http://seiryu.jp/sakaikaikan/

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達剣道・伊達網代道場剣道
（だてけんどう・だてあじろどうじょうけんどう）

伊達剣道JSCの活動は、剣道の主に基本となる稽古が中心

で、幼児から中学生までが参加しています。網代道場JSC

の活動は、大会の参加・入賞を目標に、基本からさらに応

用を含め、幅広い活動となっています。小学2・3年生頃

から中学生まで、集中的な目標をもって活動します。

活動場所 市武道館 対象 幼児〜中 3

人数・頻度 40 名。伊達剣道週 3 回（月・火・水）、網代

道場週 4回（木・金・土・日）、17:30〜20:00。

大会・発表の場 近隣大会・全道大会・全国大会など多数

会費 伊達剣道：月 2,000 円/1 世帯（何名でも）後援会

費として。網代道場：月 1,200 円/1 名

連絡先 花田修幸

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達剣道連盟（だてけんどうれんめい）

伊達剣道連盟の正会員は、剣道及び居合道有段者の社会人

70余名ですが、傘下に伊達網代道場・東剣道直心館・伊達

剣道スポーツ少年団の小中学生及び伊達高校・伊達緑丘高

校の剣道部があります。小中学生はほぼ毎日、高校生はそ

れぞれの学校において練習に励んでいます。会員は、特に、

小中学生の指導も兼ねて練習をしています。初心者、経験

者を問わず剣道をやってみたい方はご連絡ください。

活動場所 市武道館 対象 小学生以上

人数・頻度 160 名、不定期

大会・発表の場 近隣及び道内外の大会

会費 年 6,000 円。4段以下の女性年 3,000 円。

連絡先 花田修幸

武道・格闘技
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伊達剣道連盟居合道部会
（だてけんどうれんめいいあいどうぶかい）

居合とは、刀を使う武道です。刀を使い、形を稽古する

ことを通して、先生に対する礼儀、道場や物への感謝の

心、そしてルールやマナーを守る意識が育ち、精神修養

になります。下は幼稚園児から 80 歳位の方までが、幅

広く取り組んでいます。見学や体験もできますので、希

望される方は、事前に連絡をしてください。

活動場所 市武道館 対象 幼児以上 人数・頻度 週 1回

大会・発表の場 大会と審査あり

会費 初心者：年 1,000 円～。初級以上：4,000 円＋α。

連絡先 田渕俊彦

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達柔道スポーツ少年団
（だてじゅうどうすぽーつしょうねんだん）

伊達柔道スポーツ少年団は、柔道を通じ、相手を尊重し、

お互いに協力して、助け合って、自分も相手も、ともに

向上できるように活動しています。また、礼節・自立・

高潔・品格を守れる柔道家を育成できるように、子ども

たちの個別性を捉えた指導を行っています。

活動場所 市武道館 対象 幼稚園年長、小中学生

人数・頻度 25 名、週 3回

大会・発表の場 年 5〜6 回 会費 年 16,000 円(1 期～4 期・

各 4,000 円) 連絡先 平野綾一

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達地区弓道連盟（だてちくきゅうどうれんめい）

弓道は、心と技、体を鍛える日本の武道です。当連盟は、

弓道の普及・発展のために弓道指導、弓道大会の開催、

弓道講習会等の活動を行っています。大きな大会は、市

総合体育館に仮設弓道場を設置して、また日常の練習は、

伊達開来高校弓道場を借用し、週２回の練習を行ってい

ます。弓道は年齢を問わず、静かな練習環境の中で心と

身を鍛える生涯スポーツとして続けることができます。

どのような競技なのかを知るために、大会や練習を見学

することができます。また、経験者・初心者を問わず会

員を募集しています。

活動場所 伊達開来高校弓道場 対象 高校生以上で弓道に

興味のある方

人数・頻度 19 名、週 2回（月・木）19：00〜21：00

大会・発表の場 南部地区弓道連盟(胆振・日高)各種大会、

伊達地区弓道連盟主催の大会等 会費 年 5,000 円

連絡先 浅水昭壽

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達太極拳協会（若さ同好会）
（だてたいきょくけんきょうかいわかさどうこうかい）

太極拳はゆったりした動きと深い高級、全身の関節を緩

め、柔和、円潤、自然な動作の全身運動です。時には扇

や剣などを用い、音楽に合わせ身体の中から気持ちよく

リラックスできるように練習しています。年間を通じ無

料体験（一ヶ月）を実施、洞爺湖、壮瞥町と一緒に発表

会も行います。

活動場所 伊達市武道館 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 16名、週2回（木）13:00～15:00、（金）10:00

～12:00

大会・発表の場 伊達太極拳協会発表会、北海道武術太極拳

連盟交流大会（札幌） 会費 協会費：年 1,800 円、若さ

会費：月 1,000 円 連絡先 置田香

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達放鬆の会（だてふぁんそんのかい）

太極拳は、気持ちを落ち着け、力まずゆったりと行う全

身運動です。正しい姿勢で無理なく動けるように、時に

は扇や剣などを用い、音楽に合わせ身体の中から気持ち

よくリラックスできるように練習しています。

活動場所 市武道館 第一格技場 対象 中学生以上

人数・頻度 週 1 回（土）10：00〜12：00

大会・発表の場 室蘭市武術太極拳連盟交流大会（室蘭）、

北海道武術太極拳連盟交流大会（札幌）各大会に年 1 回

連絡先 斎藤とみ子

--------------------------------------------------------------------------------------------

少林寺拳法 伊達支部（しょうりんじけんぽう だてしぶ）

少林寺拳法は、試合や勝敗を目的とする武道やスポーツ

ではなく、自分の可能性を信じ、自分をより所とできる

自己を確立する。地域や社会に貢献できる人をつくる。

年齢や性別を問わず、心と体を鍛えることを目的とし、

護身術としても使えます。

活動場所 伊達西小体育館 対象 年齢・性別問いません

人数・頻度 現在 10 名、週 2回（火・木）

大会・発表の場 胆振大会、全道大会、全国大会

会費 会の運営費、月 500 円。その他、本部への入会金等

あり 連絡先 宇田善浩｜ kanosan0511@yahoo.co.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

パラエストラ室蘭 伊達支部
（ぱらえすとらむろらん だてしぶ）

元プロ格闘家（総合格闘技 SHOOTO、バンタム級世界ラン

カー）が指導するブラジリアン柔術のアカデミー。

活動場所 伊達市武道館 対象 格闘技が好きな方

人数・頻度 約 10 名、週 2 回（木）20:00～21:30、（日）

15:00～17:00

会費 入会金 3,000 円、月謝 2,000 円

連絡先 森卓也｜moritaku0116@gmail.com

ロラバスWEB 版には電話番号を掲載していません

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

✉da tec omu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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



22

伊達ボクシングクラブ（だてぼくしんぐぐらぶ）

ボクシング未経験の方から本格的にやってみたい方ま

で、高校ボクシング部出身のコーチ（今も大会出場中）

が丁寧に教えてくれます。活動はスパーリング（試合形

式の練習）はやらずに、ミット打ちやシャドーボクシン

グ中心なので無理せずに楽しく続けられます。ミットや

グローブなどはこちらで準備しているので特別に買う

必要はありません。ダイエットや運動不足解消、ストレ

ス解消にも最適。一緒に汗を流してスッキリしません

か？ 参加希望はブログにコメントを入れるか直接ご連

絡ください。

活動場所 伊達三ッ和福祉会館 (北海道伊達市錦町 15−３)

対象 ボクシング未経験の方から本格的にやってみたい

方まで、年齢性別を問わずどなたでも歓迎です。気軽に

見学や体験にいらして下さい。 人数・頻度 約 15 名、週

1回（水または木）19:00～21:00。 詳しい予定は伊達ボ

クシングクラブのブログをご覧ください。

会費 1 回 400 円 連絡先 布施祥太

shouta-21487655-ww@ezweb.ne.jp

LINE 公式 https://line.me/R/ti/p/3peXMuZBkq

http://blog.mushanavi.com/dabx/

--------------------------------------------------------------------------------------------

イブリジニー（いぶりじにー）

伊達、登別、室蘭、洞爺を中心に胆振地方で活動してい

る市民ランニングチームです。とにかく走ることが大好

きで、自己の目標に向かってみんなで走ったり、少しで

も胆振地方のことを知ってもらうことを目的として走

っています。いろいろな年齢、走力の人が参加し、楽し

く活動しています。まずは一緒に楽しく走りましょー！

活動場所 登別、室蘭、伊達、洞爺を中心に胆振地方全般

対象 年齢や性別は問わず、走ることが好きな人

人数・頻度 20～30 人

大会・発表の場 伊達マラソンをはじめ、洞爺湖マラソンや

北海道マラソン、地域のローカルマラソンや駅伝大会に

も積極的に参加し、少しでも胆振地方を知ってもらおう

と走っています。 会費 無し 連絡先 代表（イブ長）

sake_nomisugi_kinsi52@yahoo.co.jp

http://iburijini.site

https://m.facebook.com/iburijini

--------------------------------------------------------------------------------------------

GUARD RUNNERS（がーどらんなーず）

2018 年 8 月に立ち上げた、ランニングやウォーキング

をしながら地域の防犯に取り組んでいるボランティア

グループです。メンバーはガードランナーズの腕章をつ

けてランニング時などに子どもや女性、高齢者の方々の

安全を見守り、必要に応じて警察との情報交換などもお

こなっていきます。より広い視野で見守り活動が必要な

ためメンバーを募集中です。興味のある方はぜひ一度ご

連絡ください。（「ガードランナーズ」で検索すると室

蘭民報さんや北海道新聞さんに書いていただいた紹介

記事が出てきますのでそちらもご覧ください）

活動場所 伊達、洞爺、室蘭など西いぶりを中心に、メンバー

の居住エリアで個々に活動 対象 西いぶりにお住まいか勤務

している、18歳以上でランニングやウォーキング、散歩、

サイクリングなどをしながらの地域の防犯に関心のある方

人数・頻度 約 50 名で普段は個々に活動 会費 無し

連絡先 小名宏｜ guardrunners2018@gmail.com

https://www.instagram.com/guard_runners

-----------------------------------------------------------------------------------------

地域介護予防活動事業 伊達カーリンコン普及協会
（ちいきかいごよぼうかつどうじぎょう だてかーりんこんふきゅうきょうかい）

子どもだからといって、あなどるなかれ！「はまる」「燃

える」「笑える」それがカーリンコンです。ポイントに

向かってディスクを飛ばすだけ。頭を使て、体を使って、

会場は一気に盛り上がります！時間が経つのを忘れる

くらいのスポーツです。胆振に普及させましょう！

活動場所 伊達市内を中心に市民活動支援センター、みらい館、

各児童館、各福祉施設（デイサービス・老人介護施設等）

対象 小学校 4年生以上で上限なし（車いすに乗ったまま

でもできます） 人数・頻度 現在、インストラクター（指

導員）2名、会員 1 名。会場の都合により、不定期に活

動中。

大会・発表の場 クラブをつくり対抗試合の実施。年 1 回、

会員交流のため、温泉ホテルで一泊の交流試合を予定。

会費 年会費 3,000 円、参加費 1回 200 円

連絡先 富樫司郎｜ spf44489@guitar.ocn.ne.jp

スポーツその他

ロラバスWEB 版には電話番号を掲載していません

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

✉da tec omu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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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伊達スリーエイ同好会（だてすりーえいどうこうかい）

スリーエイは、Anytime（いつでも）、Anywhere（どこ

でも）、Anybody（誰でも）の３つの頭文字をとって３

Ａと名づけられた、簡単に誰でも楽しめるスポーツです。

金枠のフレームに囲まれたサークルに狙いを定めてパ

ークゴルフのボールをクラブで打ち、4 個のボールの止

まったところの合計点数を競います。ビリヤード、カー

リングのように他のボールを利用するのもありです。ゲ

ームの展開に一発大逆転もあり、楽しくプレイしていま

す。体験は初回無料です。お気軽に申し込みください。

活動場所 コミュニティーセンター白鳥館・市総合体育館

対象 不問 人数・頻度 約 20 名、週 1回

大会・発表の場 北海道大会・会長杯など

会費 年 1,000 円、参加費 100 円

連絡先 桑原繁夫｜ kuwashige@titan.ocn.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

RABBIT-CLUB（らびっとくらぶ）

市体協の呼び掛けでテニポンの講習に参加。指導員（様

似町教育委員会）による数回の講習を受講。平成 23 年

4 月、受講者数名にて RABBIT-CLUB を立ち上げ、以後、

50 代～70 代相互の親睦と体力向上を目的に活動して

います。

活動場所 伊達市総合体育館サブアリーナＡ面 対象 性

別・年齢問わず、地域交流・親睦を目的とした方を対象。

人数・頻度 現在会員 35 名（男 6 名、女 29 名） 毎回 20

名ほど参加、毎週２回（月・木）15～17 時例会

会費 月 500 円

連絡先 中島繁｜ chiro.2019.06@icloud.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達歩くスキー協会（だてあるくすきーきょうかい）

日々健康に関心を持ち、冬の歩くスキー(毎週土曜また

は日曜日の午前中)を中心に体力の向上と会員相互の親

睦を深めることを目的とした会です。夏場は 1,500m 以

下の易しい山を中心に登山なども楽しんでいます。夏場、

冬場だけの参加でも構いません。気持ちの良い汗をいっ

しょに流しませんか。

活動場所 主に市内および周辺市町村のコース

対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 50 名、冬は週 1回、夏は月 2回。

大会・発表の場 大滝国際スキーマラソン大会

会費 年 1,000 円 連絡先 早川直志

--------------------------------------------------------------------------------------------

だて・ビスタリ～山の会（だてびすたり～やまのかい）

男女比は男性 10 名、女性 22 名の構成で会山行は元気な

女性の参加が多いです。春から秋は月 2回程山登りを楽

しんでいます。1月～3 月の厳冬期は月 1回程、スノー

シューで冬の山に分け入り、この時期ならではの素晴ら

しい樹氷に歓声が上がります。当会高齢者が多く「ゆっ

くり・楽しく・安全に」をモットーに活動しています。

毎月第一水曜日の午後 6時 30 分からカルチャーセンタ

で例会を行っています。

活動場所 伊達近隣の低山をメインに、道内、東北の山々

をフィールドに活動しています。 対象 年齢・性別問わ

ずだれども加入できます。男性大歓迎 人数・頻度 会員

32 名、シーズン通して年間 18 回の会山行を楽しんでい

ます。参加者は 12～15 名位です。会員の年齢は 60～70

代がメインで平均年齢は 68 才です。

会費 会費、年間 2,000 円。山岳保険（又は類似するも）

の加入が入会の必須条件です。山に行く費用は参加人数

での実費負担。

連絡先 安田一厚｜kazmt-1945@ad.wakwak.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達スキー連盟（だてすきーれんめい）

当連盟は基礎スキー、クロスカントリースキーの普及・

発展による地域活性化を目指し、キッズから高齢者まで

幅広く冬季スポーツの楽しさを味わってもらうために

教室を開いており、同時にその上達度を確認できる検定

会も行っています。お子さんだけでなく多くのお父さん、

お母さんの参加をお待ちしています。その他、より専門

的な技術の習得を求める方には準指導員養成講習があ

り、毎年数名の 1 級取得者がチャレンジしています。皆

さん、一度ゲレンデへどうぞおいでください！

活動場所 オロフレスキー場 、ルスツスキー場、大滝区

総合運動公園

対象 就学前児童（ただし年長児）から上限年齢制限はな

し。ただし自力で用具脱着および歩行のできる方

人数・頻度 受講者は延べ約 1,000 名

大会・発表の場 基礎スキー教室・検定、準指導員養成講習、

クロスカントリースキー教室・検定 会費 教室受講コー

スによって異なる

連絡先 上田文勝｜fumin@sea.plala.or.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

NPO 法人伊達市カーリング協会
（えぬぴーおーほうじんだてしかーりんぐきょうかい）

伊達で年齢を問わず簡単に楽しむことができる冬季の

スポーツのカーリング。伊達協会では会員自らが天然リ

ンクの造成を行い、1ヵ月強と短い期間ではありますが、

氷上のチェスと言われているカーリングを楽しんでい

ます。初心者講習会を 1 月中旬に行っていますが、いつ

でも見学や体験は大歓迎です。初心者でもすぐにゲーム

を行うことができるようになりますよ。カーリングを始

めてみませんか？

活動場所 伊達カーリング場(旧関内小敷地) 対象 対象者

制限は無し。ただし、活動(リーグ戦)が夜なので、お子

さんは保護者同伴とします。 人数・頻度 正会員約 20 名、

1月中旬～2月中旬（主に平日の夜）

大会・発表の場 初心者講習会は 1 月下旬 会費 日本協会

登録をする方：年 10,000 円。伊達協会登録のみの方：

年 4,000 円。

連絡先 岡野淳｜cb750kvt250f@gmail.com
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伊達フロアカーリング協会
（だてふろあかーりんぐきょうかい）

平成 24 年に発足した協会で全道・全国大会にも発足以

来参加を続けています。最近は全国大会優勝など、当協

会員の技能向上は著しい状況にあります。一方で、親睦

を大切にし、パークゴルフ、新年会なども楽しみ、アッ

トホームで楽しい会です。夏は週 1 回、冬は週 2 回活動

しています。

活動場所 伊達市総合体育館 対象 主に 60～80 歳

人数・頻度 55 人、年間約 50 回

大会・発表の場 大会参加（全国大会、全道大会、民報杯）、

主催大会（胆振大会、会長杯大会 2回） 会費 年会費

2,000 円、月会費 500 円。大会参加等は、別に参加費が

掛かります 連絡先 今井敏男

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市ゲートボール連盟（だてしげーとぼーるれんめい）

1.ゲートボールを通して会員各位の健康状態の確認及

びアドバイス等 2.各人の悩みごとの話し合い

活動場所 夏～秋：だて歴史の杜ゲートボール場、冬：市体

育館サブアリーナ 対象 50～80 才 人数・頻度 毎週二回

大会・発表の場 月例大会 12 回、他町村との親善大会 1 回

会費 年会費 1,000 円 連絡先 角田満

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達パークゴルフ協会（だてぱーくごるふきょうかい）

パークゴルフの三つの原則、①自然を大切にするスポー

ツ、②三世代交流のスポーツ、③安全で楽しいスポーツ、

を大切にパークゴルフの指導・普及に重点を置いた活動

をしています。

活動場所 関内パークゴルフ場、まなびの里パークゴルフ

場、グリーンファームパークゴルフ場、ふれあいパーク

ゴルフ場、他 対象 市内在住の男女（年齢問わず）

人数・頻度 会員数約 190 名。月例会（4～11 月）8 回の他、

全国大会や道内の大会に参加。月例の人数・頻度は 110

～120 名程度。

大会・発表の場 月例大会（会長杯、納会含む）8回、むろ

みんカップ、LP ガス協会杯、伊達市長杯、朝日新聞杯、

胆振西部 4市町及び 3市（室蘭・登別）の交流会。※新

コロナウィルスの収束状況により大会数が減る可能性

があります 会費 年 1,500 円

連絡先 高瀬修｜ m27937ccc98xy9t@d.vodafone.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達陸上競技協会（だてりくじょうきょうぎきょうかい）

マラソン大会や陸上競技大会、更には陸上競技教室を通

じて、陸上競技の楽しさを普及しております。また当協

会の会員以外に公認審判員として登録希望される場合、

会費以外に登録料がかかります。初めての方の登録は、

「認定公認審判員」となり、経験年数と大会への出席実

績により、B 級・A 級・S 級と昇格することができます。

なお、競技者登録も認定審判員と同等です。公認記録を

出したい方は登録が必要です。

活動場所 夏：伊達小グラウンド、冬：市体育館

対象 小学生（陸上教室）

人数・頻度 約 50 名、週 1 回（水）16:30〜18:00

大会・発表の場 伊達市小学校陸上選手権、室内陸上競技選

手権 会費 年 3,500 円（陸上教室会費）

連絡先 大倉 ｜ masayusei18@au.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

ウェルネスプラス トランポリン＆ボルダリング
（うえるねすぷらすとらんぽりんあんどぼるだりんぐ）

ウェルネスプラスでは、楽しくカラダを動かして豊か

な生活のために健康づくりを応援しています。スポー

ツを通じて子供達の健やかな成長や大人の健康維持ま

であらゆる世代に楽しく運動する機会を提供していま

す。常設施設のトランポリンやボルダリングを活用し、

障がい者も健常者と同じように生活を豊かにする活動

（ノーマライゼーション）を地域社会に根付かせてい

くことに貢献します。

活動場所 フラットホール（伊達市舟岡町）
対象 【ファミリープラス】小学生以上の子ども又は親子、
【20 プラス】19 歳以上
人数・頻度 【ファミリープラス】各回 10 名、【20 プラス】
各回 10 名（一般枠）、各回 5 組（障がい枠）
大会・発表の場 会費 【ファミリープラス】年会費 3,500
円、1回 1,000 円 【20 プラス】一般枠：年会費 3,500
円、１回 1,500 円、障がい枠：1回 1,000 円、別に入会金
あり 連絡先 NPO 法人ウェルネスプラス
（担当）小野｜ info@wellp-npo.com
http://www.wellp-npo.com/ ウェルネスプラス公式
LINE アカウント ID: @ixz2724c

ロラバス WEB 版には電話番号を掲載していません

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

✉da t ecomu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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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ウェルネスプラス各種体操教室
（うえるねすぷらすかくしゅたいそうきょうしつ）

ウェルネスプラスでは、楽しくカラダを動かして豊かな

生活のために健康づくりを応援しています。スポーツを

通じて子供達の健やかな成長や大人の健康維持まであら

ゆる世代に楽しく運動する機会を提供しています。常設

施設ではトランポリンやボルダリングなどを設置し、子

供だけではなく大人も気軽に出来る適度な運動を継続す

ることを広く周知・推奨しています。運動の継続や活発

な生活活動は生活習慣病の予防にもつながり、自立した

生活をより長く楽しめる生活スタイルを応援しています。

活動場所 フラットホール（伊達市舟岡町）、旭町児童館
等、市内各施設 対象 2〜6 歳の親子および 5歳〜小学生
以上大人（年齢制限なし） 人数・頻度 各種クラスによる
大会・発表の場 西胆振地区小学生スポーツ鬼ごっこ大会
（11 月）、スポーツフェスティバル（12 月）
会費 年会費3,500円、スポーツ保険 1,000円（大人2,000
円）、月会費 4,000 円〜4,500 円（各種クラスによる）。
別に入会金あり
連絡先 NPO 法人ウェルネスプラス｜
（担当）佐々木｜ info@wellp-npo.com
http://www.wellp-npo.com/ ウェルネスプラス公式
LINE アカウント ID: @ixz2724c

あうん Do 旧名称 クラブ サトリエ（あうんどぅー）

波打つ脊椎がつくる「身体ムーブデザイン」をシステム
化した運動法実践クラブ。脊椎付近から内部循環が促が
され、体幹バランスが整えられ、心身を癒す「ゆらぎ」
がもたらされていくことを実感できる運動システムで
す。同時に、日本古来の身体メソッドの基本中の基本を
身に着けていく体術でもあるため、護身術の追及も可能。
コンセプトの身体化により、「あうんの呼吸で動き日々
生きる」ということが「あうん Do」の真の目的。
活動場所 東地区コミュニティセンターみらい館

対象 小学生以上 人数・頻度 10 人程度。隔週で行い月２

回ペース。隔週の火曜日 19:00〜21:00。不定期ですが、

土曜日午前中に開催することもあります。

大会・発表の場 武道の型に相当するものを、当クラブでは

「舞」として表現しています。「あうん武舞」にまとめ

られ、「壱の舞」・「弐の舞」・「参の舞」を構成して

います。大会等はありませんが、何らかの機会があれば、

表演という発表形式もあるかもしれません。

会費 参加費として一回 500 円のみ(チケット制)

連絡先 岡哲生｜ oka3@eagle.ocn.ne.jp
--------------------------------------------------------------------------------------------

ストレッチサークルフレンド
（すとれっちさーくるふれんど）

ウォーミングアップとして、踊りや、中国のラジオ体操

の「練功」、ラジオ体操などをしてから、1時間程度ス

トレッチをします。現在 100 名くらいの会員数で、口コ

ミで会員が増えていっています。春と秋に散策の会を開

くなどレクリエーションもしています。

活動場所 市武道館 対象 女性のみ 人数・頻度 120 名

大会・発表の場 春、秋に散策の会 会費 年 3,000 円

連絡先 八嶋百合子
--------------------------------------------------------------------------------------------

ソフトエアロビクスサークル
（そふとえあろびくすさーくる）

平成 15 年に市民講座としてスタートしたエアロビクス

教室。講師に木村洋子先生を迎えています。健康とダイ

エットを兼ねて体を動かし、ストレス発散しています。

活動場所 中央区末永集会所 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 28 名、月 4回（火）13:30〜、（水）10:00〜

大会・発表の場 会費 月 2,000 円

連絡先 木村洋子｜yoko@tenkachisei.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

だてキッズ体操クラブスポーツ少年団
（だてきっずたいそうくらぶすぽーつしょうねんだん）

幼児対象の少年団ですので親子で参加としています。活

動内容としては、マット運動、跳び箱、鉄棒、トランポ

リン等の基本的な運動を通して、いろいろな感覚を身に

つけさせることをめざしています。

活動場所 伊達市総合体育館 対象 4～6 才

人数・頻度 40～50 人、毎週水曜、月 4 回

会費 スポーツ保険、団費月 600 円

連絡先 白戸章久
--------------------------------------------------------------------------------------------

フィットネスサークル T2TAICHI
（ふぃっとねすさーくる てぃ－つーたいちー）

「何歳になっても動ける身体作り」「定期的に身体を動か

そう」をコンセプトに、現在は火曜と金曜の週2回活動中。

気に入ったプログラムだけのご参加も大歓迎♪ AFAA認定

インストラクターが指導にあたります。提供可能プログラ

ム[太極舞][キックボクシング][天空大][ZUMBA®][ZUMBA

GOLD®][ZUMBA KIDS®][ヨガ][ピラティス][煌技匠]。

活動場所 市民活動センター、または中央区末永集会所

対象 身体を動かしたい方ならどなたでも歓迎です
人数・頻度 約 10 名程度で活動。(火)19:30～、(金)19:00～、
都合の良い曜日を選んでご参加頂いています
大会・発表の場 運動の習慣づけをメインに活動をしてい
ますので、大会等への参加は今のところありません
会費 会員は１回 500 円(都度払い)＊夏季、冬季に冷暖房
費を月 100 円ご負担をお願いしています。非会員は１回
700 円。連絡先 インストラクター Nao
t2taichizumba@yahoo.co.jp
https://t2taichi.amebaownd.com

体操・ヨガ・フィットネス
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まったりフィットネスカラダヨロコ部
（まったりふぃっとねすからだよろこぶ）

健康な身体作りに取り組みます。ピラティスやフィット

ネスを通じて姿勢の歪みや身体の使い方を学習してい

きます。ゆる～く楽しく和気あいあいカラダヨロコブ運

動で心も身体もリフレッシュしましょう！

活動場所 オンラインレッスンのみの開催 対象 中学生～

80 代くらい 人数・頻度 不定期（月に 5～6 回）

会費 1 クラス 500 円

連絡先 平野慎太郎｜ hijireha@gmail.com

https://karadayorokobu-hokkaido.jimdofree.com/htt

ps://fb.com/KARADAYOROKOBUNISHIIBURI/

3B 体操月曜会（さんびーたいそうげつようかい）

会員は、50 代から 80 代まで幅広い年齢層で構成してい

ます。最初にストレッチをして体を慣らしてからボール、

ベル、ベルダーを使う本体操、そして体を元に戻すスト

レッチをして終了します。椅子に座って手遊び、脳トレ

等も行っております。ゆるやかな運動ですが、うっすら

と汗をかき気持ちよく楽しい体操です。

活動場所 市体育館 2F ニュースポーツコーナー

対象 年齢性別を問いません（現在 60～80 才）

人数・頻度 6 名、月４回 大会・発表の場 2020年は3B体操

45周年記念事業北海道大会が小樽にて開催。「晴レルヤ」

（ボールにて）を発表。2021年 50周年記念事業予定

会費 参加費１ヵ月 2,000 円、入会金 1,000 円（3B 体操

本部へ登録の為） 連絡先 寺田静枝

--------------------------------------------------------------------------------------------

3B体操さわやか教室（さんびーたいそうさわやかきょうしつ）

3B 体操は独自のボール、ベル、ベルダーという 3 種類の

用具を使用することからその頭文字を取って 3B 体操と

名付けられた健康体操です。活動では、①運動効果とし

て生活習慣病の予防、改善の為の有酸素運動、②自立機

能の維持・改善の為のバランス運動と筋力づくり運動、

③柔軟性を高める為のストレッチ運動、④心身のリラッ

クスと認知機能改善の為のあそびの運動、の 4つを取り

入れて気軽に楽しみながら体操が続けられるよう工夫

しています。

活動場所 市体育館 2F ニュースポーツコーナー

対象 年齢性別を問いません（現在 60～80 才）

人数・頻度 10 名、月４回

大会・発表の場 2020 年は 3B 体操 45 周年記念事業北海道

大会が小樽にて開催。「晴レルヤ」（ボールにて）を発

表。2021 年 50 周年記念事業予定 会費 参加費１ヵ月

2,000 円、入会金 1,000 円（3B 体操本部へ登録の為）

連絡先 寺田静枝

--------------------------------------------------------------------------------------------

3B 体操末永サークル（さんびーたいどうすえながさーくる）

3B 体操独自のボール、ベル、ベルダーによる手具体操。

ストレッチ運動、有酸素運動、バランス運動。

活動場所 中央区末永集会所 対象 男女共 60 歳代

人数・頻度 7 名、週 1 回（金）10：00～11：30

大会・発表の場 3B体操45周年大会in北海道（全道から500

名出席） 会費 入会金：1,000 円、月会費：2,500 円

連絡先 笠井美砂子

--------------------------------------------------------------------------------------------

インド古典ハタヨガサークル サントーシャ
（いんどこてんはたよがさーくるさんとーしゃ）

2001 年インドで最高指導者賞を受賞したヨガマスター、

スダカーを師とし ヨガをポーズやマットの上に限定

する事なしに日常生活を快適に過ごす為に心と身体の

バランス保つ為のヨガサークルです。子どもから高齢者

までが簡単にヨガを実生活に活かせる内容です。無料体

験を随時開催してます。

各クラスあります。随時お試し体験できます。

活動場所 月：市民活動センター、木・金：末永集会所

対象 年齢・性別を問いません 人数・頻度 金曜 18:30〜

初心者向け、19:40 分〜ヨガフロークラス。月曜、初心

者向け。木曜、太陽礼拝クラス。会費 会費3,000円。不

規則な仕事の方用に回数券もあります

連絡先 木村洋子｜ yoko@tenkachisei.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

キッズヨガサークル（きっずよがさーくる）

キッズヨガはヨガの呼吸法、ポーズ練習、ポーズ、心を

豊かにするお話、身体を使ったゲームなどを通して体力

をつけて自分を知り、無限大にある可能性を引き出せる

自分作りを体験するサークルです。

活動場所 中央区末永集会所 対象 6 歳〜15 歳

人数・頻度 週 1 回（火）16:30〜17:30 会費 月 2,000 円、

冬季暖房費あり

連絡先 木村洋子｜ yoko@tenkachisei.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

胆振ヨーガ療法士会 和の風シャンティ
（いぶりよーがりょうほうしかい わのかぜしゃんてぃ）

当会は、一般社団法人日本ヨーガ療法学会から認定を受

けた胆振地区在住のヨーガ療法士およびヨーガ教師が

在籍し、ヨーガ療法の研鑽に努めています。この会では、

ヨーガ療法士およびヨーガ教師の勉強会をはじめ、主に

胆振地区にお住まいの一般の方々への健康増進、病気予

防のためにヨーガ療法の普及・指導を行っております。

また、ヨーガ療法士および教師の企業や医療機関等への

派遣にもお応えしています。

活動場所 胆振ヨーガ療法士会 和の風シャンティ（伊達

市末永町 101-13） 対象 ご自身の健康管理に興味のある

方など、どなたでもご参加いただけます

人数・頻度 事務局運営 5 名による不定期開催

大会・発表の場 ヨーガ療法に関する勉強会や一般の方も参

加可能な講習会当を開催しております。またイベント等

での体験会やボランティア活動なども行っております。

会費 年会費無し。参加費は内容によって異なります

連絡先 砂川圭子｜ prajnamata@gmail.com
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NPO 法人沖ヨガ協会 ヨガサークル
（えぬぴーおーほうじんおきよがきょうかい ヨガサークル）

日常生活の中で心・身・生活すべて 24 時間が生活ヨガ

です。変化・バランス・安定です。心・身体のクセ・ゆ

がみは自分で作ったものです。意識的に伸ばしたり曲が

ったり、呼吸を取り入れ、自分のからだに聴きながら、

無理せず、無駄せず、続けることです。このことを基本

にして活動を続けていきます。子どもから高齢者まで自

分のからだに向き合うことがヨガです。いつでも無料で

体験出来ます。3B 体操も取り入れて行います。

活動場所 東地区コミュニティセンターみらい館和室

対象 年齢・性別を問いません 人数・頻度 16 名、週１回

（木）10：00〜11：30 会費 あり

連絡先 笠井美砂子

--------------------------------------------------------------------------------------------

Yoga サークル DOLPHIN（よがさーくるどるふぃん）

アロマ、マインドフルネス yoga。呼吸法とストレッチで

血流、リンパの流れを良くして、正しい姿勢と歩き方で、

転倒予防・筋力UPして病気になりにくいカラダを目指す

フィットネス。アロマとマインドフルネスで自律神経を

整えて、心と体のメンテナンスをできるようになります。

活動場所 市民活動センター 対象 子育てママと子どもと、あ

らゆる世代の方 人数・頻度 10名、週1回（金）10:30～12:00

会費 月 3,700 円（ママ&キッズは 1 回 800 円）、体験 1

レッスン 1,000 円 連絡先 加藤さよ子

伊達市食生活改善協議会
（だてししょくせいかつかいぜんきょうぎかい）

「私達の健康は私達の手で」をスローガンに地域の皆さ

んに対し、栄養教室や食に関する行事のボランティアな

どを行い、生涯を通じた食育活動を行っています。具体

的には第 2次健康づくり伊達 21 関連事業への協力や地

区栄養教室、幼児・親子・男性を対象とした栄養教室を

開催しています。また、これまでの活動で実践したレシ

ピの中から、「食改さんおすすめレシピ」を作成し、伊

達市観光物産館や保健センターで配布を行っています。

活動場所 市保健センター、各地区コミュニティセンターなど

対象 年齢・性別不問ですが、市が隔年で実施している「考

える栄養教室」を受講した方

人数・頻度 会員は 48 名で、年に 40 回程度活動

大会・発表の場 第２次健康づくり伊達 21 関連事業の協力。

地区栄養教室。幼児、親子、男性の栄養教室。

会費 年会費 1,500 円。例会（調理材料費１回 200 円）

連絡先 伊達市健康推進課栄養ケア係

eiyo@city.date.hokkaido.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

西いぶりファーマーズマーケット

実行委員会 伊達支部
（にしいぶりふぁーまーずまーけっとじっこういいんかい だてしぶ）

2015年から開催している西いぶりファーマーズマーケッ

トの伊達支部です。生産者が農産物を直接販売することで、

それまで知らなかった新たな食材の魅力、そして作り手の

人柄が伝わります。地産地消はもちろん、コミュニケーシ

ョンが生まれ、地域の人と人との絆づくりに寄与します。

年代・性別を問わず、ボランティアや出店などで関わって

みたい方からのご連絡をお待ちしています！

活動場所 伊達市内、イコロ農園(会議等）、室蘭市中島、

対象 西いぶりファーマーズマーケットに関わりたい方。

（1）出店（農産物・加工品・飲食物・雑貨・エステなど）、

（2）ボランティアスタッフ、（3）音楽演奏者など

人数・頻度 全部で 30 名、年齢性別は様々です。年 4 回程

度、マーケット開催（会議など適宜）。

大会・発表の場 HAL 財団（一般社団法人北海道農業企業化

研究所）「第１３回 HAL 農業賞 特別賞」受賞。北海道

新聞社「2018 年道新地域げんき大賞」受賞。

会費 会費なし（マーケット出店時に出店料）

連絡先 事務局｜ nfm@beers.jpn.org

http://nfm.hokkaido.jp/

--------------------------------------------------------------------------------------------

西いぶり食の会議 WIFT（にしいぶりしょくのかいぎうぃふと）

伊達市を含む北海道西いぶり地域は、たくさんの種類の

食材が手に入る、豊かな食が誇りです。そんな地域の食

の情報を互いに共有しあったり情報発信をしたり、食の

イベントを企画・運営したりする活動をします。東京で

活動しているメンバーもいます。気が向いたときに参加

したり、特に何もしなくても大丈夫ですのでどうぞお気

軽にご入会ください！

活動場所 伊達市内を中心に北海道西いぶり地域各所

対象 北海道西いぶり地域の食に興味がある方。多くの

人に知ってもらいたいと思う方。メンバーには生産者や

飲食店経営者もいますが、どなたでも歓迎です。年齢性

別は様々です。 大会・発表の場 facebook などによる情

報共有・情報発信 会費 会費なし

連絡先 事務局｜ wift@beers.jpn.org

https://fb.com/hokkaidowift/

食・健康
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Date Vege PAC 北海道伊達野菜を応援する会
（だてやさいをおうえんするかいだてべじぱっく）

伊達野菜のファンとして、美味しい食べ方などの情報を

メンバーで共有し、魅力を発信をする活動をしています。

活動場所 伊達市内 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 約 10 名

大会・発表の場 facebook などによる情報共有・情報発信

会費 会費なし 連絡先 事務局

datevegepac@nishbury.hokkaido.jp

https://fb.com/datevegepac

https://www.instagram.com/datevegepac/

https://twitter.com/datevegepac

--------------------------------------------------------------------------------------------

I.B.A.いぶりビア協会（あいびーえー いぶりびあきょうかい）

いぶりビア協会（Iburi Beer Association)は、北海道

いぶりエリアのビールの情報を共有し、ビールを楽しむ

ことを通じて人々がつながり、そのつながりで地域に文

化的な貢献をするための集団です。おいしいビールを提

供するお店、ビアバー文化や クラフトビール ・海外ビ

ールその他の文化にかんする情報交換やイベント開催

を行います。同様の活動で、ウイスキー、ワイン、日本

酒の情報交換をする活動もあります。

活動場所 市内飲食店 対象 20 歳以上

人数・頻度 人数・頻度約 10 人、不定期

大会・発表の場 ビールにまつわるイベントを不定期で開催

会費 年会費などはなく、イベントに参加する場合には参

加費を支払う 連絡先 事務局｜iba@beers.jpn.org

https://www.facebook.com/iburibeer/

--------------------------------------------------------------------------------------------

ダテロワール ワインコミュニティ（だてろわーる）

2017 年から取り組みが始まり、2019 年に試験栽培の定植
が始まった伊達市の高品質ワイン産地化を見守り、助け、
楽しむ会です。幅広くたくさんの人が緩く繋がっていけ
ればと思っています。現在は不定期で、「ワインを楽し
む会」を開催するほか、今後は作業体験会などの告知の
協力および参加、 産地化の取り組みの告知に協力をして
いきます。テロワール（Terroir）とは、「土地」を意味
するフランス語 terre から派生した言葉です。もともと

はワイン、コーヒー、茶などに個性・特徴を与える、生
育地の地理、気候、社会状況などの要因の複合的な環境
を指します。 活動場所 市内飲食店
対象 20 歳以上 活動人数 活動人数約 10 人 不定期
大会・発表の場 ワインにまつわるイベントを不定期で開催
会費 年会費などはなく、イベント毎に参加費
連絡先 事務局｜daterroir@pradsma.com
https://fb.com/2042264055877621

--------------------------------------------------------------------------------------------

ふれこみ Fleu Comis お花をまるごと

楽しむサークル（ふれこみ）

お花を育てたり眺めたり、エディブルフラワー（食べら

れる花）を楽しんだりするワークショップを年数回開催

します。夏は涼しく冬は温暖な北海道西いぶりは農産物

が豊かですが、四季折々のお花を楽しむのにも良い地域

です。地域の方たちの交流を大事にしたいと思っていま

す。お気軽にご参加ください。

活動場所 伊達市など北海道西いぶりエリア 対象 お花の

栽培・鑑賞・エディブルフラワーに興味のある方

人数・頻度 不定期

大会・発表の場 フェイスブックページなどによる情報共

有・情報発信 会費 都度参加費 500～2,000 円程度

連絡先 事務局 ｜ fleucomis@pradsma.com

https://www.facebook.com/fleucomis

-------------------------------------------------------------------------------------------

胆振管内女性農業者ネットワーク香凛’s
（いぶりかんないじょせいのうぎょうしゃねっとわーく かりんず）

西胆振 11 名、東胆振 11 名の計 22 名の女性農業者で構

成。年１回、フォーラム＆総会を開催。その他、夏期研

修、平成 28 年より高校での出前授業（食育の一環）を

開催しています。また、広報紙を年 2回発行し、役員会

（年 3 回）もあります。

活動場所 対象 会の目的に賛同した胆振地方にて農業に

携わる女性（農業者） 人数・頻度 西胆振 11 名、東胆振

11 名の 計 22 名 会費 年 2,000 円

連絡先 担い手担当主査

seiiburi-nokai.11＠pref.hokkaido.lg.jp

ロラバス WEB 版には電話番号を掲載していません

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

✉da tec omu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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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-----

NPO 法人 いきいき茶ろん
（えぬぴーおーほうじんいきいきちゃろん）

介護予防や詐欺予防の話を聞いたり、女性ならではの料

理の講習会、お茶会などを行っています。男性向けには、

麻雀教室。「童謡と昔話や童話の会」の方によるオペラ

やポピュラーなど音楽活動も行なっています。

活動場所 市民活動センター 対象 65 才以上の伊達市民

人数・頻度 月 2 回 会費 なし 連絡先 徳成俊美

--------------------------------------------------------------------------------------------

有珠地区社会福祉協議会
（うすちくしゃかいふくしきょうぎかい）

地域の１人暮らし高齢者と小学生と交流（簡単なゲーム

や昼食会）を行っています。

活動場所 主に有珠地区コミュニティセンター白鳥館

対象 概ね 65 歳以上の地域住民 人数・頻度 毎回 60～65

人の参加、年間４～５回の交流活動

連絡先 須貝勉

--------------------------------------------------------------------------------------------

大滝ノルディックウォーキング協会
（おおたきのるでぃっくうぉーきんぐきょうかい）

ポールを使用してウォーキングやストレッチを行いま

す。近年は身体機能や認知機能の低下を防ぐ運動として

も注目されているエクササイズで、足腰の弱い方でも安

心して取り組むことができます。活動は主に夏で、指導

員とともに自然の中を歩きます。ほか、個別体験も可能。

歩くのがつらい方は、室内でいすに座ったまま体を動か

し、歩くことを目標にした体づくりを行います。家にこ

もりがちな方、一緒にリフレッシュしましょう。

活動場所 伊達市全域で活動します 対象 小学高学年から

後期高齢者まで 人数・頻度 指導者登録 8 名。不定期に

ノルディックウォーキング、クロスカントリースキー、

スノーシューイングを開催しています。

大会・発表の場 おおたき国際ノルディックウォーキング、

市民ノルディックウォーキング体験会、介護予防のため

のノルディックウォーキング体験会など 会費 指導者・

会員登録：年 2,000 円。体験会受講料：1,500 円。団体

指導は別途協議。 連絡先 藤田隆明

o-nordic@snow.px.to

http://www.phoenix-c.or.jp~fujita/

おさる元気の会（おさるげんきのかい）

軽スポーツ、ゲーム、百歳体操などの活動の他、クリス

マス会やひな祭り昼食会を行っています。また、出前講

座を活用し、ふまねっと運動や伊達音頭・盆踊り等にも

取り組んでます。参加者は毎回 40 名程度。募集は年 1

回、このほかは随時受け入れています。女性に比べ男性

が少ないので、自治会を通じ会員と運営協力者の呼びか

けを行っていきたいと思います。

活動場所 長和地区コミュニティセンターふれあい館

対象 伊達在住で 65 歳以上の方 人数・頻度 登録人数 55

名、活動は月 2回 連絡先 仲島輝夫

--------------------------------------------------------------------------------------------

グリーンクラブ（ぐりーんくらぶ）

会員みんなで計画を立て、月２回、行事的なこと（花見、

クリスマス、新年会、おはぎ作り、ひな祭）、趣味的な

こと（歌、生け花、料理など）をし、また、市の講座を

利用して健康やその他の情報を得る場を設けて活動し

ています。

活動場所 みどり会館 対象 1 人暮らし及びそれに準ずる、

概ね 65 歳以上の方 人数・頻度 例会月 2回（第 1 ・3木

曜日 13：00～） 会費 なし（行事実費）

連絡先 板倉礼子

--------------------------------------------------------------------------------------------

黄金地区社会福祉協議会
（こがねちくしゃかいふくしきょうぎかい）

お花見、観楓会の時は日帰り温泉旅行（9 月）、わっく

わっく広場交流大会に参加、軽スポーツ交流競技大会 3

回（5 月、12 月、3 月）、お正月（1 月）は、板カルタ

大会、トランプの歌会、認知症予防・音楽教室（市）太

田亜紀子先生（8月）。広いホール内に軽スポーツや創

作、ヨガ、健康相談などのコーナーを設けて、気軽に参

加できるようにしています。

活動場所 黄金地区コミュニティーセンターはまなす館

対象 黄金在住の高齢者（およそ65歳以上） 人数・頻度 約

50 名。活動は月 1 回、原則第 3月曜日 9:30〜12:30（都

合が悪い場合は第 2 月曜日）

大会・発表の場 市社協主催の「わっくわっく広場交流大

会」に参加 会費 1 回 200 円。イベントにより変更あり。

年会費なし。 連絡先 松井信一

介護予防・介護者支援
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さくらの会（さくらのかい）

会員の構成は世話人代表 1名、副代表 2名、会計 1名。

活動内容は認知症講座、交通安全教室、食生活改善、オ

レオレ詐欺について、ふまねっと 3 回、100 才体操、健

康について講座を開催。津波、台風など災害への対応の

仕方や健康管理について。2021 年 4 月以降の活動は未定

のため、興味のある方は一度ご連絡ください。

活動場所 伊達紋別駅南集会所

人数・頻度 2020 年度は 11 回、のべ 113 人（コロナ拡大

のため例年より少ない回数）会費 年 500 円

連絡先 森瑛

--------------------------------------------------------------------------------------------

さわやかサロン（さわやかさろん）

概ね 65 歳以上の高齢者が、住み慣れた地域でいきいき

と健康で楽しく潤いのある生活を実現するため、体力維

持と親睦交流を図る。軽体操、レクダンス等、出前講座

を行っている。

活動場所 伊達市市民活動センター 対象 概ね65歳以上で、

市街第 2・ 4 ・ 5・ 7区に居住し役員会が認めた方。

人数・頻度 会員数 35 名（参加者 25 名程度）、毎月第 1・

3水曜日 10～12 時 連絡先 原義衛

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市介護者と共にあゆむ会
（だてしかいごしゃとともにあゆむかい）

現在、介護なさっている方や終えた方、年齢性別不問。一

緒に活動してみませんか。活動内容は会員の集いと情報の

交換、研修会やリフレッシュ事業の開催、ボランティア活

動（伊達ボランティア連絡会に加盟）。会員募集中です。

平成25年 9月より開催している『集い』は、介護者同士

が集い、日頃の悩みや思いを語り、ホッと一息つける場、

明日への元気をもらえる場として開設しました。毎月1

回開催していますので、お気軽にご参加ください。少しは

気持ちが楽になるかもしれません。近所や知り合いの介護

をしている方がいましたら、気軽に参加しませんか。

活動場所 カルチャーセンター、市民活動センター

対象 介護をしている方、一人暮らしの方、夫婦だけの方、

介護を終えた方（年齢・性別不問）

人数・頻度 一般会員数 35 名、賛助会員 4 団体

毎月第 3 木曜日 13：30〜15：30 カルチャーセンター和

室で『集い』を開催。参加人数の制限はありません。

大会・発表の場 毎年10月に『家族介護体験発表会』を開催

会費 年会費：一般会員 1,500 円、賛助会員(個人) 3,000

円、賛助会員(団体) 5,000 円

連絡先 佐藤富子｜ tomiko0216-@outlook.jp

伊達市動作介助を考える会
（だてしどうさかいじょをかんがえるかい）

病気やけがなどにより動けなくなった方の介助・介護に

ついて、介助をする人にもされる人にも負担がなく安全

で快適な方法を学ぶ集まりです。現在行われている介護

の多くは力任せの「持ち上げ・引きずり介助」であり、

互いの身体を壊す社会問題となっています。当会では、

厚労省も推奨し全国で急速に広がっている『ノーリフト

ケア（持ち上げない介護）』の概念に合致した考え方と

手法を伝え、実技練習も多く行なっています。

活動場所 市民活動センター、介護老人保健施設プライム

ヘルシータウン湘南など市内の協力施設のほかオンラ

イン上での活動も順次拡大

対象 市内在住または働いている「仕事として介助をする

機会のある方」＊一般の方はご相談ください

人数・頻度 毎回 30～50 名程度が参加。

冬期間を除き２か月に１回のペースで開催。

開催日とテーマはブログ・ SNS などで案内。

興味をもったテーマを選んで参加できる。

大会・発表の場 昨年度からネット配信もはじめています。

＊伊達市家族介護教室事業「やさしい介護セミナー」に

協力 (一般の方向けの介護教室)＊伊達市家族介護教室

事業に協力（一般の方向けの介護教室）

会費 内部講師による勉強会は無料。外部講師を招いた場

合は 500～2,000 円程度の参加費を予定。

連絡先 均整きぃとす 島川弘美

datekaijyo@air.nifty.jp

http://datekaijyo.seesaa.net/

https://www.facebook.com/datekaijyo/

--------------------------------------------------------------------------------------------

生き生き健康体操サークル
（いきいきけんこうたいそうさーくる）

毎日の生活が楽に、楽しく過ごせることを目標として、

毎回いい汗を流しています。

活動場所 中央区末永集会所 対象 概ね 65 歳以上

会費 月 1,500 円

連絡先 木村洋子｜ yoko@tenkachisei.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

なかよしクラブTON珍KAN
（なかよしくらぶとんちんかん）

介護予防講話のほか、パークゴルフや室内ゲームなどを

通して健康づくりを行っています。

活動場所 有珠地区コミュニティセンター白鳥館

対象 おおむね65歳以上 人数・頻度 約23名（男12、女11）

大会・発表の場 年に数回、不定期で開催 会費 年 3,000 円

連絡先 竹内功治

--------------------------------------------------------------------------------------------

ロラバスWEB 版には電話番号を掲載していません

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

✉da t ecomu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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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東地区みらい健康会（ひがしちくみらいけんこうかい）

平成 27 年 4 月に新しくできたグループです。高齢の方

の体力づくりのための体操、介護予防のための講座やゲ

ームに加え、カラオケ、ヨガ、ダンス教室、音楽教室、

健康に関する講座などを行い、高齢者の筋力アップと認

知症にならないことを目指しています。

活動場所 東地区コミュニティセンターみらい館

対象 おおむね 65歳以上 人数・頻度 約 50名／月 2回（通

常第 1 ・ 3月曜日）10：00〜12：00

会費 年500円（但し、途中加入の場合、月割での負担あり）

連絡先 松本達夫 ｜ tatsuo@plum.plala.or.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

ひなげしの会（ひなげしのかい）

ボランティア団体ひなげしの会が、介護予防のため高齢

者が集う場所「げんきかい」を運営しています。目的は、

高齢者の閉じこもり防止、身体的機能の向上などを図り

ながら、要介護状態への移行を防止することです。具体

的には、カルチャー教室、ゲームやレクリエーション、

健康教室などを行い、元気に楽しく交流しています。帰

りは皆さんニコニコで、再会を約束する姿に元気づけら

れています。会の開催日にはいつでもご参加ください。

活動場所 元町会館 対象 市内全域の概ね 65 歳以上の方

人数・頻度 30 名／週 1 回（木）13：00〜16：00

会費 年会費なし、毎回参加費 50 円

連絡先 阿部和博｜ k9zu20@sea.plala.or.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

ほっとサロン（ほっとさろん）

介護予防を目標に、健康で暮らせる様に体力維持と親睦

交流を目的として活動しています。

活動場所 南稀府会館 対象 おおむね 65 歳以上。世話人さ

んは、若い人でも良い 人数・頻度 26 名、第 2・ 4水曜

日、第 3土曜日の月 3回

大会・発表の場 作品展を不定期開催（昨年は 10 月開催）

会費 年 500 円 連絡先 二井田亮子

山下虹の会（やましたにじのかい）

山下町介護予防教室が自主グループ活動として引き継

がれ発足しました。健康体操や認知症予防のほか、ノル

ディックウォーキングや救命救急講座、体力測定、歌、

いろんな宅配講座などを行っています。

活動場所 市営駅前団地 1 号棟 集会室 対象 おおむね 65

歳以上 人数・頻度 約 35 名、通常第 2・ 4 金曜日の月 2

回（13:30〜15:30） 会費 年 500 円

連絡先 結城正人

リフレの郷（地域介護予防グループ）
（りふれのさと）

介護にならないための健康づくりを中心に、ラジオ体操、

年間計画により 100 歳体操、社協ゲームやアクティヴィ

ティ教室、市保健センター高齢福祉課、包括支援センタ

ー、市保健センター等の講話、西胆振消防、警察署など

から防災・特殊詐欺などの講話をお願いしています。

活動場所 旭町地域交流館・児童館 対象 概ね 65 歳以上の

市街 1 区・ 6 区・ 15 区に居住する方

人数・頻度 会員は約 60 名、毎回活動参加は約 30 名

毎月第２・４金曜日（年 24 回）10:00～12:00

連絡先 吉野英雄

------------------------------------------------------------------------------------------

--

NPO 法人伊達市手をつなぐ育成会
（えぬぴーおーほうじん だてしてをつなぐいくせいかい）

ノーマライゼーションの普及啓発を願い、ふれあい広

場・フレンドリーサマーレクのボランティア・事行委員

の派遣、当事者団体「わかば会」と合同の特別養護老人

ホームへ年２回の窓ふき事業、各種研修会の開催、赤い

羽根街頭募金・災害支援募金活動、事業所合同のバス旅

行、当事者の日中活動支援、多機能型事業所（生活介護

20 名、就労 B型 40 名）の運営、令和２年度からは相談

支援事業の運営も始めています。活動場所 ふれあい広場、

フレンドリーサマーレク等 対象 16 歳以上で、障がい者

や地域の方と交流したい方など

人数・頻度 20 名／月 2〜3 回

大会・発表の場 育成会全道大会、胆振地区育成会連絡研修

会への参加・企画等 会費 会員：年 5,000 円。賛助会員：

年 1,000 円以上 (1 口 500 円）

連絡先 鎌田｜ office@date-ikuseikai.jp

http://www.date-ikuseikai.jp

障がい者支援
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さわやかともの会（さわやかとものかい）

視力に障がいのある方々へ病院内の付き添い、買い物、

社会行事等への同行支援。月 2回の卓球の練習や軽スポ

ーツ時などの歩行や競技のお手伝い。また、学校でのガ

イドヘルプ講習をしています。障がいに寄り添って交流

の和を共に楽しみましょう。

活動場所 伊達市内（体育館、社協、病院、店舗、学校、

屋外等） 対象 視覚に障がいのある方と同行支援をする

ボランティアで、年齢・性別に制限なし。

人数・頻度 36 名、不定期で活動 会費 年 1,000 円

連絡先 鈴木祥子

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達肢体不自由児者父母の会
（だてしたいふじゆうじしゃふぼのかい）

私たちの会は、どんなに障がいが重くても、地域で暮ら

し続けたいと願い、様々な障がいがある子どもの親を中

心に活動しています。バーベキュー交流会やクリスマス

会等のレクリエーション事業、ふれあい広場、療育キャ

ンプなどを行っており、これらの活動にはボランティア

を受け入れています。様々な障がいをもった子ども達を

理解していただけるきっかけになればと思います。

活動場所 カルチャーセンター、舟岡公園、伊達温泉

対象 障がいがあるお子様（年齢問わず）やその親御さん

人数・頻度 29 名／年 5回程度

会費 年 3,600 円

連絡先 佐藤繁子｜ sattot3sattot3sattot3@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市点訳ボランティアの会
（だてしてんやくぼらんてぃあのかい）

点訳とは墨字（活字）の文を点字に訳すことです。初心者

は、まず点字のきまりごとを学び、それから点訳作業に入

ります。現在、その作業はパソコンで行っております。初

心者講習開講の際には多くの方々のご参加を願っておりま

す。①視力障がい者からの依頼文書等の点訳、②市立図書

館への点字本寄贈、③体育館の自販機等の点字貼付・点検

補修、④視力障がい者や近隣ボランティア団体との交流、

⑤点訳体験学習の指導・社協行事への参加協力

活動場所 会員自宅及び社会福祉協議会、市民活動センター

対象 年齢・性別を問いません 人数・頻度 13 名、例会月

2回、作業月 2回 連絡先 相馬文代

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達手話の会（だてしゅわのかい）

伊達聴力障害者協会員から、手話を学び交流を深めてい

ます。（見学・入門・初級別グループ学習、手話歌、ゲ

ーム、講座、花見・クリスマス会など季節行事）。ろう

協会の各種事業（手話講習会）や地域団体事業（ふれあ

い広場・市民音楽祭・スポーツ交流会）に参加協力し、

手話や聴覚障がいの理解・普及活動しています。

活動場所 カルチャーセンター 対象 小学生以上で手話や

聴覚障がいに関心のある人や、ろうあ者と交流をしたい人

人数・頻度 20 名／週 1 回（木）19：00〜21：00

大会・発表の場 ふれあい広場、市民音楽祭、市民手話講習会

会費 高校生以上：年4,800円。小・中学生：年2,400円。

連絡先 市社会福祉課 高清水徹子

shogai@city.date.hokkaido.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達身体障がい者福祉協会
（だてしんたいしょうがいしゃふくしきょうかい）

身体障がい者福祉協会では、会員相互の親睦と社会参加

等を目的に、次のような活動をしています。花見、新年

交礼会、一泊旅行、市議会一般質問傍聴、料理講習会、

文芸作品展、カラオケ、手芸の会、手話講話会、ボラン

ティア連絡会、体育協会等主催事業への参加、ふれあい

広場、障がい者パークゴルフ大会、障がい者スポーツ交

流会、ボランティアフォーラムなど。

活動場所 伊達市社会福祉協議会の会議室等 対象 伊達市

居住の身体障害手帳をお持ちの方、及び本会の趣旨に賛

同する方 人数・頻度 61 名 会費 年会費 1,800 円

連絡先 伊達身体障がい者福祉協会 山田

事務局（伊達市社会福祉協議会内）

date-shakyo@viola.ocn.ne.jp

https://twitter.com/dateshakyo

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達聴力障害者協会（だてちょうりょくしょうがいしゃきょうかい）

私達の協会では、毎週木曜日、手話の会で手話指導をして

います。月に１回の例会を行いながら、新年会、花見、忘

年会などの行事を行っているほか、全道ろうあ者大会やス

ポーツ大会などにも参加、また学校や地域団体などに出向

いての手話指導も行っています。平成29年4月から「伊達

市やさしい心がかよいあう手話言語条例」が施行。協会員

は、手話・聴覚障害の理解・普及活動を推進します。

活動場所 例会：伊達市社会福祉協議会。手話の会手話指

導：カルチャーセンター 対象 市内在住のろうあ者の方

人数・頻度 8 名／例会（月１回）、手話の会（週１回）

大会・発表の場 市民音楽祭・市民手話講習会・全道ろうあ

者大会など 会費 年 10,000 円

連絡先 山本時枝 ｜date-shakyo@viola.ocn.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

西胆振心身障がい者職親会
（にしいぶりしんしんしょうがいしゃしょくおやかい）

心身障がい者の社会的自立を促進し、福祉の増進に寄与する

ことを目的に、雇用を促進するための社会啓発活動や、雇用・

就労について研究・研修活動、労働サイドにおける諸制度の

研究と活用・福利厚生面の向上などの活動をしています。

活動場所 支援センター内、事務局（胆振日高障がい者就業・

生活支援センターすてーじ）、各事業計画に基づいた場所

対象 心身に障がいのある方を雇用、または雇用を考えて

いる方、本会目的に賛同する方、心身に障がいのある方

人数・頻度 73 事業所（うち特別会員 8 事業所）

事業計画に基づき活動

会費 正会員：年 12,000 円。特別会員：年 6,000 円以上。

連絡先 今野さおり（すて～じ）｜ stage@dofukuji.or.jp



33

朗読ボランティアやまびこ（ろうどくぼらんてぃあやまびこ）

平成5年に発足。主に広報だて、みんなの市議会、新聞、

リクエスト本等を朗読、録音し視覚障がい者の方へCD・テ

ープでお届けしています。利用者のみなさんとの交流会で

は楽しい催しを交えながら、意見交換を行うなど親睦を深

めています。聞きやすく理解しやすい朗読を目指しての研

修も行っています。一人でも多くの視覚障がい者の方に

CD・テープをお届けできたらと思い活動しておりますので

ご希望の方はお知らせ下さい。朗読に関心のある方、一緒

に活動してみませんか。ご一報をお待ちしております。

活動場所 伊達市社会福祉協議会、市民活動センター

対象 朗読ボランティアに興味のある方 人数・頻度 14 名。

例会・勉強会：月 1 回(第 2火曜日）13:00～16:00

会費 年 1,200 円

連絡先 清水悦朗｜ e-shimizu@taupe.plala.or.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

わかば会（わかばかい）

市内及び近隣市町で自立生活や在宅生活を送る知的障が

いのある方々の自治組織で、会の目的に賛同する方は誰で

も入会できます。レクリエーションや旅行、サポートセン

ターひまわりの窓ふき・花壇づくり、ふれあい広場への出

店、歓送迎会や忘年会、年 3回の新聞発行などの他、会員

向け研修の開催、各種セミナーや会議等への参加など楽し

くためになる内容がいっぱいです。会をサポートしてくだ

さるボランティアの方も随時募集しております。

活動場所 だて地域生活支援センター 対象 地域で暮らし

ている知的障がいのある方 人数・頻度 130 名、不定期

（月数回） 大会・発表の場 研修会 会費 月 500 円

連絡先 だて地域生活支援センター

dateshien@dofukuji.or.jp

-------------------------------------------------------------------------------------------

サンタの会（さんたのかい）

伊達市近郊の福祉及び医療施設などへ当会会員のプロ

やアマチュアの音楽家が訪問し、出張演奏会を行ってお

ります。生の演奏に触れることで心穏やかに、楽しく豊

かな、そして充実した時間を過ごしていただくことを目

的とし、ボランティアとして地域福祉に寄与するための

活動を続けております。入会には会員 2名の推薦と、役

員による面談、オーディションによる審査があります。

活動場所 伊達市近郊の市町にある福祉施設や病院を訪

問して出張演奏活動を行っています。 対象 演奏者は経

験者のみ、一般会員は経験を問わず募集しています（ど

ちらも 18 歳以上） 人数・頻度 現在 20 名／出張活動は

年間 12 回程度 大会・発表の場 クリスマスチャリティコ

ンサートを毎年 12 月に開催 会費 年会費 1,200 円

連絡先 太田亜紀子

volunteergroup.teamsanta@gmail.com

http://ameblo.jp/team-santa

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市赤十字奉仕団（だてしせきじゅうじほうしだん）

明るく住みよい社会を築き上げていくため、身近な奉仕

に従事することを目的としています。団員同士の親睦を

深めながら楽しく続けられるよう活動をしています。日

赤病院入院患者さん用ウェス作り（月 2回）、新生児用

肌着・長着の縫製、施設行事の手伝い、日赤病院正面の

花壇作りと整備（120 日以上）、有珠海水浴場海の家救

護当番（約 50 日）、赤十字フェスティバル、ふれあい

広場への参加・協力、伊達武者まつりの着付け手伝い、

赤い羽根・緑の募金・歳末助け合いの街頭募金、移動献

血車の手伝いをしています。男性の方、大歓迎です。

活動場所 日赤病院奉仕団室、日赤病院正面花壇、有珠海

水浴場海の家、その他出先

対象 年齢、性別問いません。男性の方、大歓迎です。

人数・頻度 74 名／月 17 回、年 204 回〜

大会・発表の場 赤十字奉仕団道南ブロック協議会

会費 奉仕団会費：なし。日本赤十字社社員（会員）年会

費：2,000 円。

連絡先 倉田幸子

yukiko.like-beal.k-y810@docomo.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

福祉その他

ロラバス WEB 版には電話番号を掲載していません

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

✉da tec omu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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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ひだまりの杜（ひだまりのもり）

病気治療により頭髪が抜けてしまった方の為に、手作り
の「タオル帽子」をはじめ、寒い時期には「フリース帽
子」「ニット帽子」などを手作りし、必要としている方
へ全て無料でお渡ししています。タオル帽子は、中学生
でも１時間程で完成できるような簡単な帽子です。また、
月 2回の活動日には手作り作業をしなくても、病気経験
者や治療中の方、患者さんのご家族などが集まり「ひだ
まりサロン」として交流の場となっています。
活動場所 伊達市市民活動センター 対象 年齢・性別問わ
ない。お子様でも、おじいちゃん、おばあちゃんでも誰
でも可能です。 人数・頻度 常時参加、運営している役
員は 5名ですが、自分の都合に合わせて参加・協力して
くれているのは 50 名以上になります。伊達高校家庭科

部、伊達緑丘高校家庭部の生徒さんや 札幌市経費老人
ホーム 琴寿園の入所者さんにも参加していただいてい
ます。 活動日は毎月第 2 ・ 4 土曜日 13:00～16:00。
大会・発表の場 作成した「タオル帽子」や各種帽子は、病

院や希望者様へお渡ししています。毎年、伊達市社会福祉

協議会主催「ふれあい広場」にて展示ブース参加。病院や

施設等「がんサロン」にて展示。ボランティアイベント等

会場にて展示・体験コーナー等。 会費 参加料無料

連絡先 菅野佐千代

hidamari.no.mori.date.h@gmail.com

https://hidamari-no-mori.localinfo.jp

http://www.facebook.com/hidamari.no.mori

https://www.instagram.com/hidamari.no.mori

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達ブンブン文庫（だてぶんぶんぶんこ）

布絵本や布遊具の制作と普及活動をしています。楽しく

手作りしながら仲間作りと布絵本や布遊具の知識が広

がります。

活動場所 市図書館 2 階 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 12 名、月 2回（木）10:00〜15:00

大会・発表の場 ふれあい広場への参加（7月）、制作講習

会(11 月） 会費 月 100 円

連絡先 佐藤朋子｜ petite-fleur@rose.odn.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

イオン伊達チアーズクラブ（いおんだてちあーずくらぶ）

伊達市内の小学生を対象に活動しています。毎年決まった

テーマの活動をしていますが、自分たちの身近にある物で

取り組んでいます（エネルギー、動物、植物など）。みん

なで楽しく活動しましょう！！活動場所 主に伊達市内

対象 メンバーは小学生、サポーターは制限無し

人数・頻度 40 名程 。2ヶ月に 1 回程度（1回 30 名以内

先着順）大会・発表の場 年に 1 回、壁新聞大会

連絡先 イオン伊達店｜ imade-m@aeonpeople.biz

「こどもの国フェニックス」サポーター
（こどものくにふぇにっくすさぽーたー）

市内で不登校の小中学生のための、居場所づくりを行っ

ています。個別学習指導、レクリエーション、スポーツ

など、各サポーターの方が活動しています。

活動場所 フェニックスサポートハウス（旧さくら幼稚園）

対象 年齢・性別を問いません 人数・頻度 17 名、週 3 回

（火・水・金） 連絡先 伊達市学校教育課指導室

shidoshitsu@city.date.hokkaido.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達子ども劇場（だてこどもげきじょう）

子ども達が心豊かに育ち、子どもの文化がより発展する

ことを願って活動している会員制の団体。プロの子ども

向けの舞台を鑑賞する『鑑賞例会』と異年齢の仲間と遊

ぶ『自主活動』が活動の柱です。今後、演劇「きみがし

らないひみつの三人」「おこんじょうるり」人形劇「へ

そどろぼう」音楽「食器は歌う」「左手のピアニスト智

内威雄」等や「高学年合宿」「遊び会」等があります。

未就園児と親が遊ぶ「こつぶの会」を毎月しています。

活動場所 カルチャーセンター他、市内全域 対象 子ども

から大人まで、児童文化を愛好する人は誰でも。

人数・頻度 200 名、不定期（2〜3 ヶ月に 1 度）

会費 4 歳以上月 1,000 円

連絡先 麻林京子 ｜ kodomo56a@yahoo.co.jp

教育・子育て
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伊達はまなす会（だてはまなすかい）

ひとり親家庭の福祉の向上の為、色々なイベントを企画

し、レクリエーションや学習支援等を行っています。

活動場所 イベントにより異なりますが、伊達市市民活動

センターなど、市内及び胆振管内

対象 ひとり親家庭の親子（父子家庭含む）、寡婦の方

人数・頻度 114 名、総会・レクリエーション等：年 5回

程度、研修会等：年 3回程度、会議等：年 10 回程度

大会・発表の場 管内の研修会は隔年で開催しています。

会費 年会費 1,000 円。参加費は大人：1,000 円、子ども：

500 円程度（内容により異なります）

連絡先 藤本恭子｜fjkyon122@yahoo.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

つくろう・遊ぼう・考える子ども塾
（つくろう・あそぼう・かんがえるこどもじゅく）

経験のあるおとなが子どもと一緒に遊んだり、学んだり

して楽しい時間をすごすボランティア活動を行ってい

ます。・遊ぼうコース（集団遊び、工作遊び、自然体験

遊び）・学ぼうコース（音楽、理科、算数、英語）など。

活動場所 伊達小学校 対象 伊達小学校の児童中心

人数・頻度 47 名、月 1回第 4土曜日

連絡先 岩館晴次郎

--------------------------------------------------------------------------------------------

人形劇団アイアイ（にんぎょうげきだんあいあい）

子どもと一緒に人形劇を楽しむ子育て支援サークルで

す。幼稚園や子育て支援センターなどで公演しています。

子ども連れの方も大歓迎です。人形劇に興味のある方の

ご参加をお待ちしています。人形劇の舞台装置も無料で

貸し出ししています。詳細はお問い合わせください。

活動場所 なないろ児童館 対象 人形劇演じ手（どなたで

も）、公演対象（小学生低学年以下）

人数・頻度 9 名、月 1 回（第 3水曜日）10:30〜12:00

大会・発表の場 年 3～4回、秋頃

連絡先 柏村美紀｜ kassymikassy613@ab.auone-net.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

日本ボーイスカウト伊達第 1団
（にほんぼーいすかうと だてだいいちだん）

青少年の教育的活動を方針に小学 1 年生から、高校生ま

でをスカウトと呼称。それぞれ年代に合ったプログラム

を作成し、毎月の活動を行う。中学生、高校生になれば

自らプログラムを作り活動計画に沿って自身を磨く。野

営、舎営などのキャンプを行い、自然の中でスキルを磨

き、他団のスカウトとも交流を深めている。

活動場所 伊達市内 対象 小学生から高校生までの男女。

大学生及び成人の方でも指導者として歓迎します。

人数・頻度 10 人程度／月 1度の活動

大会・発表の場 胆振地区の他団との交流や 北海道内の

団との交流大会などがある。 会費 ボーイスカウト日本

連盟への登録費、団活動費等は年間 18,000 円。毎月の

活動では費用は不要。

連絡先 村中啓子｜ qqgc4az9k@royal.ocn.ne.jp

いとう絵本文庫（いとうえほんぶんこ）

絵本の読み聞かせや紹介、伊達小図書ボランティアとし

てイベント参加等、絵本を持って移動文庫もします（子

育て支援センターえがお月 1 回）。興味のある方はお気

軽にご連絡ください。お電話いただければ、都合のつく

限り他の日でも文庫を開きます。活動場所 自宅

対象 どなたでも 人数・頻度 週 2 回（月・水）14:00〜

16:00 連絡先 伊藤洋子

お話の森（おはなしのもり）

日本昔話・世界の民話・童話（グリム、アンデルセン他）

をそらで覚えて語るストーリーテリングのお話会をし

ています。市内小学校での行事への参加、図書館での「大

人も楽しむお話会」などで、子どもとお話の出会い、子

どもと本との出会いを願って活動しています。お話会は

聞き手の対象に合わせてお話をプログラミングし、その

他に折り紙や手遊び等を組み合わせて楽しんでいただ

いております。

活動場所 市図書館、市内小学校 対象 子ども(幼児〜)〜大人

人数・頻度 5 名、随時

大会・発表の場 市図書館「大人も楽しむお話し会」（2回）、

「小学生のためのお話し会」（2 回）、伊達小「ふるさ

とふれあいイベント・おはなし会」 会費 年 1,000 円

連絡先 須藤亮｜ piano5842@gmail.com

本の読み聞かせ等
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きつつきの会（きつつきのかい）

図書館で、乳幼児対象の読み聞かせを月 2回、幼児と小

学生低学年対象のおはなし会、絵本の読み聞かせ、パネ

ルシアター、紙芝居、わらべうた。市内の小学校に 2～6

回の読み聞かせ年4回高齢者のサロンでの読み聞かせを

行っています。一緒に活動できる方を、募集しています。

活動場所 伊達市図書館 2階、市内小学校、高齢者施設、

高齢者住宅のサロン 対象 幼児、小学生全学年、高齢者。

会員は、どなたでも 人数・頻度 19 人。小学校に読み聞

かせに行っているのですが、閉校になったり、カリキュ

ラム変更で時間が取れず 2 校、4 回減少予定。昨年は月

2〜5 回。読み聞かせ会：月 2回（第 2 ・4 水曜日）10:30～、

お話会：月 1 回（第 1土曜日）13:30～

連絡先 坪美幸｜miyuki101837@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

託児・制作・読み聞かせボランティア
（たくじせいさくよみきかせわらべうたぼらんてぃあ）

【託児】あそびのクラスや、子育て講座への参加時に必

要に応じて子どもを託児するボランティア活動です。年

4〜5 回午前中 2 時間程度、講座等の参加時に就学前のお

子さんを託児するボランティア活動です。【制作】年 2

回 6月と 11 月に行われる事業に向けての準備、運営（お

もちゃ作り・設営等）のボランティア活動です。【読み

聞かせ】毎月第 3水曜日「絵本の日」事業の読み聞かせ

を行うボランティア活動です。

活動場所 各地区コミュニティーセンター、子育て支援セ

ンター他 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 15 名、随時

連絡先 子育て支援センターえがお

egao@kusabue.or.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

ブックスタート ボランティア
（ぶっくすたーとぼらんてぃあ）

0 歳から絵本を読み聞かせ、親子のコミュニケーション

を深めることを目的に、1992 年にイギリスで始まった

運動であるブックスタート事業の説明、普及活動をする

ボランティア団体です。絵本を開くことで誰もが楽しく、

赤ちゃんとゆっくり心ふれあう、ひとときをもてるよう

に・・私たちはそのきっかけづくりのお手伝いをしてい

ます。伊達市では周りに興味関心が湧く 1 歳時期に絵本

2 冊、絵本を通してふれあいを深めてほしいという願い

をこめて 2 歳時期に絵本 1 冊を絵本の読み聞かせを交

えながら進呈しています。随時ボランティアを募集

活動場所 市保健センター（1歳児対象）、市図書館（2

歳児対象） 対象 満 20 歳以上 人数・頻度 ボランティア

12 名で読み聞かせを実施。1歳児対象：偶数月の第 2月

曜日。2 歳児対象：年 3 回（4 ・11 ・3 月に各 5日ずつ）。

連絡先 市図書館｜ toshokan@city.date.hokkaido.jp

伊達市音楽協会（だてしおんがくきょうかい）

会員の音楽技術の向上を図りながら、会員間の親睦・交流

を深めるとともに、音楽の普及と地域文化の発展に寄与す

ることをめざします。市民音楽祭、ジュニア・ピアノコン

サート、会員の演奏活動に関する協力、音楽技術向上のた

めの講習会、音楽鑑賞事業、各種助成金の運用などを行い、

1997年と2001年には「第九」を企画・公演しました。

活動場所 だて歴史の杜カルチャーセンター

対象 伊達市を中心に近郊で音楽活動をする団体および個人

人数・頻度 役員 12 名、入会団体 11 団体・約 200 人

大会・発表の場 伊達市民音楽祭、ジュニア・ピアノコンサート

会費 個人：1,000 円。団体：構成人数に応じて。

連絡先 内山勇一｜the_bluesky@docomo.ne.jp

http://sound.jp/datecitymusic/index.html

https://www.facebook.com/datecitymusic

---------------------------------------------------------------------------------------

伊達吹奏楽団（だてすいそうがくだん）

伊達吹奏楽団は施設の訪問演奏や伊達神社の演奏や市

民音楽祭、だて歴史の杜カルチャーセンターで毎年行わ

れている定期演奏会などを行っています。

活動場所 カルチャーセンター 対象 社会人・学生で音楽

がお好きな方はメールか電話でご連絡ください

人数・頻度 人数・頻度 8 名、週 2回

大会・発表の場 伊達神社お祭り演奏、市民音楽祭、定期演

奏会など 会費 年会費：24,000 円。定期演奏会運営費：

5,000 円。

連絡先 久保尚典｜naonori.m.h@gmail.com

http:/blog.livedoor.jp/datesui_

楽器演奏
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ファミオン弦楽アンサンブル
（ふぁみおんげんがくあんさんぶる）

「ファミリーで音楽を」をコンセプトに親子、夫婦、も

ちろん一人での参加もありつつ、弦楽アンサンブルを楽

しんでいます。バイオリン指導者の三浦裕加先生に技術

指導を受けながら、親しみやすいクラシック音楽を中心

に練習しています。バイオリン、チェロの中級者が集ま

り、細く永く活動することを目標にしています。将来的

にはヴィオラも加え、弦楽四重奏団やオーケストラとし

て発展していくことが夢です。少し楽器経験のある方、

しばらく離れている方、個人レッスン受講中でアンサン

ブルに挑戦したい方など、お待ちしております。

活動場所 カルチャーセンター 対象 多少経験があると参

加しやすい。小・中学生のみの参加は不可

人数・頻度 15 名、週 1回（土）8〜11 月 18:00〜21:00、

12〜7 月 19:00〜21:00

大会・発表の場 伊達市民音楽祭 会費 月 1,000 円

連絡先 宗像雅美｜masami3masami3@icloud.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

リコーダー同好会「くさぶえ」
（りこーだーどうこうかいくさぶえ）

子どもの同級生のお母さん同士で始めたリコーダー同

好会。約 20 年前より活動しています。クラシックから

ポピュラー、童謡など幅広い選曲で、ソプラノ・アルト・

テノールのリコーダーの演奏を楽しんでいます。楽譜の

読めない初心者の方でも楽しく参加していただけます。

活動場所 ログハウストヨシマ（カルチャーセンター リ

ハーサル室を借りる時もあります）

対象 リコーダーを吹いてみたい方。未経験者でも可

人数・頻度 10 名、月 2〜3 回。夏は 19:00〜21:00、冬は

14:00〜16:00。

大会・発表の場 コスモスホールにて年 1 回発表、ログハウ

スでのコンサート、伊達市遊びと学びの教室ミニコンサ

ート出演 会費 月 500 円

連絡先 和泉喜美｜ izukimi3-31@docomo.ne.jp

----------------------

聖龍一門伊達武者太鼓（せいりゅういちもんだてむしゃだいこ）

武者太鼓は昭和 57 年 4月に「伊達市の郷土芸能の育成」

と「まちづくり」を目的に結成されました。現在、「武

者太鼓揃い打ち」他 5 曲のオリジナルを持ち、伊達市内

はもちろんのこと近隣市町村にも出向き様々なイベン

トにも出演しています。メンバーは知的ハンディを持ち

ながらも一般就労をし、活動を通じて地域社会への貢献

に努めています。

活動場所 通常練習を伊達小体育館で実施、イベント出演

時は市内及び近隣地域へ。 対象 年齢・性別問いません

人数・頻度 25 人。月曜 19:00〜（坂井会館）、木曜 19:00

〜（光陵中学校）。

大会・発表の場 地域のお祭り、施設訪問交流、龍響祭など

会費 年 18,000 円

連絡先 坂井猛志 ｜ seiryu.ichimon@gmail.com

https://www.seiryu.jp/

--------------------------------------------------------------------------------------------

聖龍・太鼓道スクール（せいりゅういちもんだてむしゃだいこ）

伊達市を中心に施設や病院への訪問交流や地域のお祭

りなどに出演しています。出演の依頼がございましたら

お問い合わせください。初心者、経験者を問わず新規会

員を歓迎、無料体験もおこなっております。

活動場所 坂井会館、光陵中学校 対象 4 歳以上

人数・頻度 25 名、週 2回（水・木）19:00～20:30

大会・発表の場 地域のお祭り、施設訪問交流、龍響祭など

会費 高校生まで：月4,000円。大学生・大人：月5,000円。

連絡先 坂井猛志｜seiryu.ichimon@gmail.com

https：//www.seiryu.jp/taiko

--------------------------------------------------------------------------------------------

琴城流大正琴伊達愛好会
（きんじょうりゅうたいしょうごとだてあいこうかい）

琴城流大正琴教室では、個人に合わせた指導ですので、

初心者でも無理なく楽しんで進級出来ますし、気楽に楽

しみながら学ぶ演奏コースもあります。会の行事では、

発表会の他、春にはお花見会または近くの温泉で楽しむ

など、新しい仲間も直ぐにとけこめる雰囲気です。

〜ちょっとのぞいてみませんか？〜

活動場所 市民活動センター 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 11 名。水曜日（月 2 回 13：00〜15：00） / 木

曜日（月 3回 10：00〜15：00）複式

大会・発表の場 ふるさと伊達芸能まつり、琴城流室蘭大会、

琴城流全道大会、全道アンサンブルフェスティバル、施

設訪問交流 会費 月 2,500 円～3,000 円

連絡先 辻律子

----------------------------------------

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

✉da t ecomu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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

ロラバス WEB 版には電話番号を掲載していません
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岸川洋孝歌謡教室（きしかわようこうかようきょうしつ）

高齢者ばかりなのでボケ防止と健康の現状維持につな

がればと思い乍らしてます。今はできるだけ大きな声を

出しストレスも発散、元気でコロナ禍に耐えて居ます。

活動場所 自宅 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 14 名、週 1回(火・水)、月 2回(土)

会費 火・水 3,000 円、土 1回 1,000 円

連絡先 岸川洋孝

--------------------------------------------------------------------------------------------

女声コーラス 花音（じょせいこーらすかのん）

子育て中のママからお孫さんのいるマダムまで、幅広い年齢

層で女声コーラスを楽しんでいます。練習は午前中で、子ど

もの春休み、夏休み、冬休みに合わせて休みをとりますので、

子育て中の方にも活動しやすくなっています。お腹を使った

コーラスの呼吸法は、体にバッチリ効きます。健康とアンチ

エイジングに、ご一緒に歌を楽しみませんか？

活動場所 皆遵寺・同朋会館(網代町 8) 対象 女性

人数・頻度 24名、毎週水曜日(春夏冬休みあり) 10時～12時

大会・発表の場 伊達市民音楽祭、胆振西部合唱交流コンサート

会費 月 1,500 円 連絡先 遠田直子

petite-fleur@rose.odn.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

だて☆キッズコーラス（だてきっずこーらす）

令和2年度中は休会していたので状況についてはお問い

合わせ下さい。練習でうたう曲は、合唱曲からポップス、

アニメソング、わらべうたなどいろいろなジャンルから

選曲しています。振り付けをしたり、ボディパーカッシ

ョンなど、いろいろな表現を交えながら「生き生きとし

た音楽活動が楽しめる」そんな、キッズコーラスです。

キッズのお母さん達からうまれた大人のコーラス

fiato（ふぃあと）とのコラボもあり！

活動場所 なないろ児童館 対象 小学生以上（幼稚園児

応相談） 人数・頻度 20 名、週 1 回（月）18:00〜19:30

大会・発表の場 伊達市民音楽祭、キッズコーラスコンサート他

会費 入会金 1,000 円、月 1,000 円程度

連絡先 高橋由季子

藤田美佳子

合田留美子

g-blood.bkb-bunbun@ae.auone-net.jp

https://datekids.exblog.jp/

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達コール・エコー（だてこーる・えこー）

市民講座からスタートしたサークルで、文化振興を目的

に楽しく活動しています。発表の場としては、伊達市民

音楽祭（カルチャーセンター）、胆振西部合唱交流会な

どに参加し、室蘭で開催される春秋の”合唱のつどい”

(文化センター)にも出演しております。

活動場所 カルチャーセンター、京王幼稚園

対象 女性の方ならどなたでも

人数・頻度 16 名、週 1回（金）19:00〜21:30

大会・発表の場 伊達市民音楽祭、胆振西部合唱交流会、室

蘭合唱のつどい

会費 月 3,000 円 連絡先 林淳子

ｅ・コーラス ｆｉａｔｏ（いーこーらす ふぃあと）

令和2年度中は休会していたので状況についてはお問い

合わせ下さい。子どもたちにコーラスの楽しさを！と結

成した、キッズコーラスの母達が「私たちも！」とスタ

ート。子どもたちとのコラボレーションも楽しんでいま

す。eコーラスの"e"には everybody（誰でも）、easy（気

軽に）、energy、enjoy ・・・と様々な思いを込めまし

た。キッズの保護者に限らず、私たちと「息（ fiato）」

を合わせて歌ってみませんか！

活動場所 なないろ児童館 対象 高校生以上でコーラスに

興味のある方 人数・頻度 15 人、週 1 回

大会・発表の場 伊達市民音楽祭、室蘭市民音楽祭

会費 月 1,000 円 連絡先 高橋由季子

藤田美佳子

合田留美子

g-blood.bkb-bunbun@ae.auone-net.jp

https://datekids.exblog.jp/

--------------------------------------------------------------------------------------------

The Angels Family Choir
（じ・えんじぇるす・ふぁみりー・くあいあ）

2018 年北海道胆振東部地震の復興支援コンサート（苫小

牧・新冠・北湯沢で開催）をきっかけに集まった仲間た

ちがもっとゴスペルを歌いたい！ゴスペルを知ってほ

しい！と熱い思いが募り結成したゴスペルクワイア（聖

歌隊、合唱団）です。10 代～70 代の幅広い世代の仲間

たちが待っています！

活動場所 伊達市大滝区優徳町の優徳集会所

人数・頻度 大滝クワイアは現在 5名、他苫小牧と新ひだ

か町に同じ The Angels Family Choir のメンバーが数 10

名います。

大会・発表の場 これまで胆振東部地震の復興支援コンサ

ートなどを大滝、苫小牧、新ひだかの 3 クワイア合同で

何度か行ってきました。

会費 入会金 1,000 円、月会費 2,000 円

連絡先 川田玲子｜reikokawada@gmail.com

うた
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伊達三曲会（だてさんきょくかい）

当会は昭和 29 年 3 月創立、琴、三鉱（山田流、生田流、

宮城会）、尺八（琴古流、都山流）愛好家 60 名超で発

足しましたが、現在は 30 名と、高齢化に伴い減少して

おります。当初から、毎年秋の文化祭、又、北海道三曲

連盟にも加入し、三年毎に主要都市で行なわれる定期演

奏会にも参加しております。又、演奏会のみならず、市

内の老人ホームでの訪問交流、小学校の音楽授業の一環

として鑑賞、楽器に触れる体験、又従来伊達市教育委員

会に ALT（外国語指導助手）としてアメリカから来日さ

れております方達も日本伝統の文化に興味を持ち、稽古、

舞台出演を楽しんでおります。活動場所 自宅（各社中）

対象 年齢・性別を問いません 人数・頻度 月 3～4 回

大会・発表の場 ふるさと伊達芸能まつり、伊達市総合文化

祭、全道三曲会（3 年に 1 度、道内主要都市）

会費 年 2,000 円、参加費は 5000 円から

連絡先 境廣子｜ hagisue@agate.plala.or.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市さんさ時雨保存会（だてしさんさしぐれほぞんかい）

宮城県の代表的な民謡「さんさ時雨」は、昔から祝賀の宴

などで披露され、伊達へは開拓の時に持ち込まれました。

昭和54年、東小学校と宮城県亘理小学校が姉妹校の締結を

機に「さんさ時雨」の踊りを小学校の課外活動として位置

づけ、さらに昭和63年に『伊達市さんさ時雨保存会』を設

立し、仙台亘理の芸能文化を継承しています。平成20年6

月27日伊達市無形民俗文化財指定。また、平成21年には

内閣府から、社会参加活動事例として『平成21年度エイジ

レス・ライフ』の認定を受けました。

活動場所 東小学校、東地区コミュニティセンターみらい館

対象 小学 3年生以上 人数・頻度 小中学生 12 名、大人

20 名。月 2回（第 2 ・ 4木曜日）

大会・発表の場 伊達武者まつり、ふるさと伊達芸能まつり、

依頼による出演等 会費 年 2,000 円

連絡先 大人：菊地清一郎

児童・生徒：横内美保

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達すずめ踊り 雅会（だてすずめおどりみやびかい）

すずめ踊りは、今年で結成 14 年目を迎えます。小学 1

年生から 78 歳の方まで、週 1 回の練習で元気に楽しく

踊っています。2019 年には伊達小学校の運動会で 1 ・2

年生全員とグラウンドで賑やかにすずめ踊りとすずめ

音頭を踊りました。

活動場所 大雄寺 対象 3 歳以上

人数・頻度 約 20 名 週 1 回(金)18～19 時

大会・発表の場 正月の潮香園の訪問交流、7 月大雄寺のお

祭り、当別町との交流会、むちゃ祭り、11 月ふるさと伊

達芸能まつり

連絡先 奥村美紀子

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市邦楽邦舞協会（だてしほうがくほうぶきょうかい）

日舞会、三曲会、杵家会の合同会員のため、各団体によっ

て活動が異なりますが、室蘭邦楽邦舞公演の出演や、札幌

での北海道大会・東京国立劇場出演など各々に羽ばたいて

おります。また、地元では「ふるさと伊達芸能まつり」や

施設への訪問交流などで皆さんに元気を届けております。

活動場所 カルチャーセンター 対象 日本の伝統文化にふ

れてみたい方、何歳からでも、どなたでも歓迎です。

人数・頻度 当協会は、日舞会、三曲会、杵家会の合同会

員で成っております。各々の予定に沿って活動してます。

大会・発表の場 各団体での発表会、伊達ふるさと芸能まつ

り、敬老会、施設訪問交流、ボランティア発表など

会費 各団体で異なる

連絡先 古屋喜美（若柳美翔）

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達仙台神楽保存会（だてせんだいかぐらほぞんかい）

伊達町誕生100年目の年に復活した伊達仙台神楽の保存

会です。伊達仙台神楽は明治初期、仙台藩亘理から伊達

に移住してきた人たちにより伝えられたもので、五穀豊

穣や豊漁を祈願しようと代々受け継がれてきました。戦

争などで一度は中断したものの、昭和 44 年関内青年団

により復活。昭和 46 年「伊達市無形民俗文化財」第 1

号に指定されました。保存会は伊達仙台神楽を後世へ伝

えるため、関内小の子ども達に指導しています。

活動場所 関内小体育館 対象 10 才～65 才

人数・頻度 32 人、年 12 回

大会・発表の場 伊達武者まつり、伊達神社祭典、ふるさと

芸能まつり 会費 年 2,000 円

連絡先 近江幸男

伝統芸能
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伊達謡曲会 宝生流（だてようきょくかい ほうしょうりゅう）

伊達謡曲会は、観世流と宝生流の 2 団体で構成していま

す。毎年 7 月には西胆振謡曲大会、11 月には文化祭謡曲

大会・ふるさと伊達芸能まつりで発表の他、各会毎の月

並会、温習会を催しています。会員募集中。伊達市に引

越された方、転勤等で居住されている方、連絡をお待ち

しています。活動場所 カルチャーセンター

対象 年齢・性別を問いません 人数・頻度 月1回、部員4名

大会・発表の場 市民発表会時、舞台で発表します

会費 月 1,000 円 連絡先 三十尾すゑ

--------------------------------------------------------------------------------------------

日舞会（にちぶかい）

各流派の（若柳(わかやぎ)2、藤間(ふじま)1）のお稽古

場の他、会館等で活動を行っています。会員は小 2から

大人の方まで(2020 年 12 月時点)。音頭や民謡、歌謡曲

などから古典に致るまでご指導しております。

活動場所 各流派の先生宅、又は会館等

対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 会員 20 名。回数は各お稽古場によります。

大会・発表の場 ふるさと芸能まつり、弥生の会、各流派の

発表会など

会費 各教室により異なります。例）若柳玲翔教室の場合、

月３回で小学生まで 3,500 円、中学生以上 5,000 円

連絡先 横内美保｜ LINE ID：reisho1128

--------------------------------------------------------------------------------------------

日本詩吟学院北海道道南岳風会伊達支部
（にっぽんしぎんがくいんほっかいどうどうなんがくふうかいだてしぶ）

詩歌吟詠の伝習研鑚に努め、趣味親睦を通じて吟道の普

及、発展に寄与することを目的としています。詩吟は難

しくも堅くもありません。漢詩や短歌、俳句を大きな声

で読んだり吟じたりするものです。声をだす素晴らしさ

を実感し、ストレス解消、有酸素運動効果があり、冠婚

葬祭の席でも活用することができ、世代、職業を越え

様々な人とも知りあえます。高齢化社会の進む中、お年

寄りにでもでき、生涯学習として最適です。年齢を問わ

ず、入会をお待ちしております。活動場所 5 教場

対象 年齢・性別問いません 人数・頻度 35 名、週 1回

大会・発表の場 伊達支部吟道大会、吟詠発表会、ふるさと

芸能まつり出吟

会費 各教場で異なるが、支部会費として月 1,000 円、他

に教場維持費として 500～1,000 円程度

連絡先 佐藤京子

--------------------------------------------------------------------------------------------

日本詩吟学院北海道道南岳風会伊達支部

大滝洗心会
（にっぽんしぎんがくいんほっかいどうどうなんがくふうかいだてしぶ おおたきせんしんかい）

活動場所 大滝区基幹集落センター

対象 年齢・性別を問いません。どなたでも歓迎します。

人数・頻度 現在 6 名（80 代 2 名、70 代 4 名。うち学

院通院者 3 名）、週 1 回（火）14：00～15：00

大会・発表の場 伊達支部吟道大会（毎年10月）、吟詠発表

会（毎年5月）、吟行会（毎年６月）、その他吟詠勉強会

会費 岳風会総本部年会費：2,000 円、道南岳風会分担金：

年 600 円、伊達支部会費：月 1,000 円、大滝洗心会費：

月 1,000 円。他、吟道大会懇親会費、吟行会参加費。

連絡先 菅原弘光

----------------------------------------------------

----------------------------------------

伊達市ダンススポーツクラブ（だてしだんすすぽーつくらぶ）

毎週土曜日、はまなす館で13～16時迄活動中。2004年度

のアマチュアダンス日本インターナショナルダンス選手権

大会（世界16ヵ国の選抜出場）にてスタンダード部門2

級戦（タンゴ、スローフォックストロット）の2種目戦で

金メダルを獲得したクラブ代表の入澤が指導しております。

資格：①日本スポーツ協会公認ダンススポーツ指導員、

②日本ダンススポーツ連盟B級競技力指導員、③日本ボー

ルルームダンス連盟地域指導員・子供ダンス初級指導員

活動場所 黄金地区コミュニティセンターはまなす館

対象 男女、20～70 代 人数・頻度 30 名

大会・発表の場 年3回、伊達市体育館にてパーティー開催中。

会費 毎回参加毎に 500 円

連絡先 入澤清一 ｜ sekai3748@au.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達ラウンドポピー（だてらうんどぽぴー）

ワルツ、タンゴ、クイックステップ、スローフォックス

トロット、ボレロ、ルンバ、チャチャチャ、パソドブレ、

ジャイブ、スローツーステップ等、各種目の曲にラウン

ド協会から送られてくるキューシート（踊り方を振り付

けたもの）に従って、指導者が会員に指導するもの。全

員 2人 1組（女性役・男性役）になってのサークル（円）

を作って踊るダンス。

活動場所 カルチャーセンター（リハーサル室）

対象 年齢・性別を問いません（現在70歳以上の会員も在籍）

人数・頻度 15 人、月 4 回（毎週木曜日）13:00～15:00

大会・発表の場 例会 会費 月額 1,000 円

連絡先 盛几恵子

ダンス
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伊達ダンス愛好会（だてだんすあいこうかい）

50～90歳代の男女で構成し、活動歴は22年です。毎週木

曜日の例会と年3回のダンスパーティー（カルチャーセン

ター大ホール）、近隣市町村へのダンスパーティに参加し

ています。近隣の市町村へ年約50回のダンスパーティに

参加し交流を計っています。財団法人日本ボールルームダ

ンス連盟公認の地域指導員2名が在籍。2021年度の活動

は未定のため、興味のある方は一度ご連絡ください。

活動場所 東地区コミュニティセンター みらい館ホール

対象 現在は50～90歳代で活動 人数・頻度 会員約45名（女

性25名・男性20名）、例会（毎週木曜日）18:30～20:30

大会・発表の場 1.チャリティーダンスパーティー（年2回）、

現在 51回目・毎回250～300人、チャリティパーティー

の益金を社会福祉協議会へ寄付、現在総額 360 万円。2.

新春ダンスパーティー 1日開催（今年で 14回目）。3.毎

月 1回交流パーティー年 12回、参加人数 50～70人参加。

会費 月額 2,000 円

連絡先 松岡利平 ｜ rihei.0803@ezweb.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

フラワーダンスサークル（ふらわーだんすさーくる）

社交ダンスの技術向上が第一目標ですが、ダンスを通じ

て健康維持と会員相互の親睦を深めることを目的とし

ています。

活動場所 鹿島町「チャイ夢」2Ｆホール（木曜日10時～）他

対象 社交ダンスを愛する方は全てが対象

人数・頻度 26 名で月４回。夜の部（水）19:00 ～ 20:30、

昼の部 10:00 ～ 11:45。

大会・発表の場 年 2回、当会主催のダンスパーティーにて、

フォーメーションダンス等の発表の機会もあります。

会費 月会費 2,000 円

連絡先 清川哲男 ｜ kiyo_pc@taupe.plala.or.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

アロハ・フラ・DATE（あろはふらだて）

私達アロハフラDATEは、平成16年からチャイ夢さんの2

階でフラを楽しんでいます。各自治会の敬老会に招かれた

りデイサービスに出むいたりしています。会員の年齢が高

くなってきて今現在4人ほどの方が休んでいますが、月3

回（水）の教室を開いています。2021年 4月以降の活動は

未定の為、興味のある方は一度お問い合わせください。

活動場所 チャイ夢 2F 対象 一般女性（50 代～80 代の方が

在籍） 人数・頻度 15 名、週 1 回（第 1 ・2・3水曜日）

13：00〜14：30 大会・発表の場 イベントや敬老会への訪

問交流、ふるさと芸能まつり

会費 月 2,500 円（月 3 回）

連絡先 佐久間智子

--------------------------------------------------------------------------------------------

カ・ウル・リコ・カパライ・「プエオ」
（カウルリコカパライプエオ）

週に2回、昼と夜に活動しています。夜はお勤め帰りの方

も参加できます。ママ達は、子どもを連れてのレッスンを

楽しんでいます。小さなお子様を連れていらっしゃる方も

一度体験してみませんか？ もちろん無料体験OKです。

活動場所 カルチャーセンター リハーサル室 対象 女性

人数・頻度 20 名程度、週 2回（月）10:00〜11:30、（水）

19:00〜20:30。

大会・発表の場 市民総合文化祭、NPO 法人北海道フラ協会

のイベント、伊達武者まつりなど市内のイベント多数、

その他訪問交流など 会費 月 3,000 円

連絡先 田上和子

中里弘子

--------------------------------------------------------------------------------------------

カ、プア、ケア リコフラダンス
（かぷあけありこふらだんす）

ハワイのクムより、直接指導を受け、本場のフラを伝え

ています。わかりやすく、ていねいに、楽しく基礎から、

ゆっくり進めています。初心者の方も、すぐに仲良くな

れます。無料見学体験レッスンできます。

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いま

せん。どなたでも歓迎です

人数・頻度 月曜 14:00〜16:00、火曜 10:00〜12:00

大会・発表の場 伊達ふるさと芸能まつり、施設訪問交流

会費 月 3,800 円 連絡先 南理恵子

--------------------------------------------------------------------------------------------

Moani Ke‛Ala フラサークル（もあにけあらふらさーくる）

「楽しいのが一番！」と週 2回活動しています。皆さん

に笑顔をお届けするには、まず、自分達が楽しまなくて

は！ と練習に励んでいます。2016 年から、サークル主

催のチャリティイベントを秋に開催しています。ライフ

ワークとしているフラダンスで、少しでも何かのお役に

立ちたいと考えています。私達と一緒にフラダンスを始

めてみませんか？ 週 2 回の参加でも同額です。見学・

体験などお気軽にお問い合わせください。

活動場所 カルチャーセンター、登別市民会館

対象 小学生以上 人数・頻度 25 名、週 2 回

大会・発表の場 札幌地下歩行空間、伊達武者まつり、室蘭港

まつり、施設訪問、サークル主催のチャリティイベント

会費 小学生 ：月 2,500 円。一般：月 3,500 円。

連絡先 桔梗原ひろみ

hiluhilu11412@yahoo.co.jp

http://moanidate.blog.fc2.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市フォークダンス同好会
（だてしふぉーくだんすどうこうかい）

昭和 61 年 11 月 20 日に創立した団体です。初心者の方

には基本のステップを学んでもらっています。毎週月曜

日、初心者は 10～12 時、経験者は 13～15 時。第 1水曜

日は 13 時から 15 時。いつでも、どなたでもご参加くだ

さい！初心者募集中です。

活動場所 市武道館 対象 年齢・性別を問いません。どな

たでも歓迎いたします 人数・頻度 28 名

大会・発表の場 毎年創立パーティーを行います（年に 1

度）。その他、全道各地でパーティーが行われます。

会費 月 1,300 円 連絡先 大友良子
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だて七福神（だてしちふくじん）

「だて七福神」は YOSAKOI チームです。伊達市を中心に

近隣のイベント等に参加しています。10 代から 30 代と

幅広い世代のメンバー構成となっています。YOSAKOI が

初めての方も、ぜひ参加してください。

活動場所 市総合体育館、関内小学校

対象 中学生以上（未成年は保護者の同意が必要）

人数・頻度 15 名、5〜12 月までは週 2 回、他月 1 回程度

大会・発表の場 伊達武者まつり、札幌 YOSAKOI ソーラン祭

り、他各地域のイベント等 会費 年度により変更あり。

上限 15,000 円 連絡先 稲葉勇二

kkk39-se.129@ezweb.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊藤まゆみバレエ研究所 伊達教室
（いとうまゆみばれえけんきゅうじょ だてきょうしつ）

クラシックバレエのレッスンを行いながら日頃の練習

成果を自主公演、文化祭、イベントなどで発表、コンク

ールにも参加し多くの賞をいただいております。2020

年に末永町にスタジオを新築しました。これからより一

層充実したレッスンを行いバレエを通して少しでも伊

達市の文化活動に役立つことを願っております。

活動場所 伊達教室：伊達市末永町 12-147

対象 3 才以上の男女 人数・頻度 36 人

大会・発表の場 自主公演、文化祭、イベント、コンクール

会費 入会金 5,000 円、レッスン料 4,400 円～

連絡先 伊藤まゆみバレエ研究所

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dance Studio DOC'S（どっくす）

HipHop ダンスを中心とした Street Dance 教室です。小

学生から大人の方まで、幅広い年齢層の方に来ていただ

いています。地域のお祭り、発表会、ダンスの大会など

たくさんの場で活動させて頂いています。ダンスの楽し

さをたくさんの方々に知って頂けるようレッスン、活動

しています。活動場所 伊達教室：伊達市梅本町 39-1 興

信商事ビル 3 階 片沼ダンススクールさんのスタジオ、

室蘭教室：DANCE STUDIO DOC'S 室蘭市中島町 1丁目

23-20 森永ビル 3F 対象 小学生から

大会・発表の場 地域のお祭り、発表会、ダンスの大会に出場

連絡先 宮坂啓多｜docs.sds@gmail.com

https://www.instagram.com/dance_studio_doc

https://fb.com/StreetDanceStudioDocs

-----------------------------------------------------------------------------------

クラフト和華 伊達教室（くらふとわか だてきょうしつ）

パーチメントクラフト教室を 2014 年に発足。伊達市民

サークルまつり、イベント等に参加して数年ごとに各教

室（室蘭・登別）合同発表会を開催。新規会員、体験希

望者を募集しています。「絵で楽しむ手あそびアー

ト！！」、興味のある方は是非声を掛けて下さい。

活動場所 カルチャーセンター 対象 小学生以上、初心者OK

人数・頻度 7 名、月1回 大会・発表の場 伊達市民サークル

まつり。室蘭市、登別市に於いても作品展示発表してます。

会費 3,000 円/月、別途会場費

連絡先 小川真弓

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達押花「夢工房」（だておしばなゆめこうぼう）

各家庭で咲いた花や野山の花草を押花とし、身近な小物

作りから大きな額作りまで楽しみながら制作していま

す。体験したい方の受入もしております。

活動場所 伊達押花「夢工房」（伊達市舟岡町 144-10）

対象 お花が好きで押し花に興味のある方

人数・頻度 10～15 名、月 1〜2 回。9：00〜12：00、13：

00〜15：00。大会・発表の場 年 3回(5 月 だてしんホール、

10 月伊達小美術館、12 月 駅前郵便局) 、プライムそう

べつ（通年）会費 1 回 1,000 円、材料費別途

連絡先 大場静代

------------------------------------------------------------------------------------------

伊達おり姫会（だておりひめかい）

古い布や不要になった布を使い、細かく裂き、新しい一

枚の布に織りあげます。タペストリーやバッグなどの作

品にしています。活動場所 カルチャーセンター

対象 年齢・性別を問いません。どなたでも歓迎です

人数・頻度 現在21名、先生2名。月1回（第一月曜日）13～16時

大会・発表の場 市民サークルまつり参加

会費 月 300 円（年間 3,600 円）

連絡先 谷藤弥生

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達切り絵サークル睦会（だてきりえさーくるむつみかい）

和紙を切って創る切り絵の学習と作品づくりを行ってい

ます。月1回、各々が個性を生かして制作完成しています。

黒い台紙を重ね図案をつくり、黒の線を切り残し、その裏

側に和紙を貼り、油絵のように仕上げ、鑑賞して向上につ

なげています。初心者でも参加していただけます。

活動場所 東地区コミュニティーセンター みらい館

対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 10 人、月１回（第 4 火曜）13:00～15:00

大会・発表の場 市民サークルまつり 会費 年会費2,000円

連絡先 吉村厚子

クラフト
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だて産 生藍染同好会（だてさん せいあいぞめどうこうかい）

地場産業として伊達の藍染めを広く知っていただく活

動をしています。観光物産館の売店に作品を出品したり、

黎明観藍工房での講習会や、一般の方の藍染め体験学習

のお手伝いをしています。新会員の募集は、毎年１月又

は２月に開催する講習会を受講した方を対象としてお

りますので、是非ご参加ください。

活動場所 だて歴史文化ミュージアム体験学習館

対象 講習へ参加された成人の方（男女問わない）

人数・頻度 会員 8 人。5〜10 月中旬は 13:00〜17:00、10

月下旬～11 月と 3～4月は 13:00〜16:00。

大会・発表の場 市民総合文化祭 毎年 9 月

会費 年 3,000 円、12 月〜2 月は休み

連絡先 だて歴史文化ミュージアム 担当者

date-museum@city.date.hokkaido.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

手あみ同好会（てあみどうこうかい）

かぎ針・棒針で、春夏秋冬用のベスト、セーター、帽子

などを作り楽しんでいます。また、年に数回ですが、小

物のアクセサリーや編み上げたベスト等に転写する等、

あれこれ研究し、刺激を受けながら楽しんでいます。

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 15名、月2回（第2・4水曜日）9：00〜14：00

大会・発表の場 市民サークルまつり 会費 月 3,500 円

連絡先 佐藤ミエ子

--------------------------------------------------------------------------------------------

デコパージュ同好会（でこぱーじゅどうこうかい）

デコパージュとは、紙に描かれた模様などを切り抜いて貼

り付け、物の表面を飾る技法で、17〜18世紀のヨーロッパ

中に広まり、特にフランスではマリーアントワネットをは

じめとする貴婦人の間で流行しました。デコパージュの魅

力は、身近な素材を使って手軽に出来ることです。貴方も

貴方だけのオリジナル作品をつくってみませんか？

活動場所 中央区末永集会所 対象 年齢・性別問わない

人数・頻度 16 名、月 1 回（第 3 日曜日）10:00〜16:00

大会・発表の場 市民サークルまつり

会費 月 1,000 円（材料費別）

連絡先 丸岡鈴子

--------------------------------------------------------------------------------------------

陶芸同好会 せせらぎ焼き
（とうげいどうこうかい せせらぎやき）

手回ロクロを使用して陶器を作成します。陶芸の好きな人の

集まりで和気あいあいと楽しんでます。初心者歓迎します。

活動場所 カルチャーセンター（実習室１）

対象 陶芸をやってみたい人、初心者歓迎します。

人数・頻度 会員 12 名程度

大会・発表の場 市民サークルまつり

会費 会費：月 500 円（材料費は別）

連絡先 平賀久雄

momo-2004.0104-hisao@d.vodafone.ne.jp
--------------------------------------------------------------------------------------------

陶っ歩や ねんどあそび陶芸教室
（とうっぽや ねんどあそびとうげいきょうしつ）

2003 年に教室が誕生しました。粘土に触れるのが初めて

の方もお仕事の合間の時間でも100才を越えても手作り

を楽しみます。人形や時計、花入れや器や灯取り等々欲

しい作品を作ります。1回ごとの申込みなのでお気軽に

ご参加ください。

活動場所 伊達市南稀府町（2021年2月、山樹園カレンさん

から移転しました） 対象 男女問わず100才を越えてもOK

人数・頻度 １日の定員 6 名／粘土遊び作陶：稀府地区 毎

月 第 2 月～火曜日／一般 毎月 第 2 水～土曜日・第 3

月～土曜日／釉薬掛け：毎月 第 4 月～水曜日 ／時間

10 時～16 時 大会・発表の場 年に 1回、教室のねんど遊

び仲間の作品展を開催 会費 会場費１ヶ月 1000 円、粘

土 1kg1500 円（釉薬・焼成を含みます）

連絡先 木村友子

runrun_Kimurchan@ezweb.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

3-D サークル（すりーでぃーさーくる）

スリーディメンションピクチャーは、3Ｄ用のプリント

や写真、ポストカード、カレンダー等をカットして、

立体絵にするという工芸です。元々デコパージュから

分かれた技法です。これらの作品を皆で集まり制作し

ています。

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いま

せん。どなたでも歓迎です 人数・頻度 10 名、月 2 回（第

1・3水曜日）9：00〜12：00。10 名、月 2回（第 1・3

金曜日）13：00〜16：00

大会・発表の場 市民サークルまつり 会費 月 2,000 円

連絡先 菊池恭子

ロラバス WEB 版には電話番号を掲載していません

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

✉da t ecomu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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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彩の会（あやのかい）

水彩画の同好会です。春から秋にかけて天気の良い日は

屋外で、冬期や悪天候の時は屋内で描いています。現在

指導者なしで、自主的に運営・活動しています。一緒に

描いてみたい方はいませんか。お待ちしています。

活動場所 中央区末永集会所、市内屋外 対象 年齢・性別

を問いません 人数・頻度 6 名、週 1回（木）13:00〜16:00

大会・発表の場 自主展覧会 6月、美術協会展

会費 月 500 円

連絡先 市毛三朗｜ichige_s@yahoo.co.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

絵手紙同好会「ヘタでいい会」
（えてがみどうこうかいへたでいいかい）

身近にある物を描き、ひと言添えて投函する。送って喜

ばれ、受け取って感動する絵手紙。絵のうまいヘタは関

係ありません。ヘタでもいい、自分らしく心を伝えると

いうことで、会の名前としています。

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 17名、月2回（第2・4金曜日）13：30〜15：30

大会・発表の場 市民サークルまつり、伊達小美術ギャラリ

ーボランティア 会費 月 2,000 円、教材費別途

連絡先 八木橋順子

--------------------------------------------------------------------------------------------

絵画教室 いろえんぴつ art hotaru
（かいがきょうしつ いろえんぴつあーと ほたる）

「hotaru のアトリエ」は、子ども達と共に学び合い、育

ち合うことをコンセプトとし、アートと抱き合わせた豊

かな体験を展開、コミュニケーション力を育てる学びの

場です。また各絵画コースでは、一人一人の眼差しで捉

えた世界を色鉛筆画で表現することを目指しており、初

心者も気軽に始められ、次第に色鉛筆画に魅了されて行

きます。画材の購入は不要です。1,000 本の色鉛筆で癒

しのひと時をお過ごしください。

活動場所 ①伊達教室：自宅（末永町 33-13）、②室蘭教

室：蘭西ギャラリー（室蘭市中央町 2丁目 8-1）、その

他、イベント活動や講師等、伊達市、室蘭市、豊浦町を

中心に活動しています。対象 未就学児から高齢者まで、

年齢や性別の制限はありません。ただし、伊達教室の一

般は、レディースコースとなります。

人数・頻度 ＜伊達教室＞中高生及び大人の女性 絵画レデ

ィースコース：毎週水・金・日（4名）。絵画メソッド

コース：第 1 ・ 3木（4 名）。チョークアートコース：

第 2・ 4木（4名） ＜伊達教室＞幼児～小学生 hotaru

のアトリエ 毎週日曜日（4 名）／絵画 幼児から小学生

コース 第 1・ 3 土曜日（4 名）及び毎週日曜日（4名）

＜室蘭教室＞一般（男性・女性）絵画コース 第 1 ・ 3

月曜日（12 名）※人数制限は一時的です。コロナ禍が治

まりましたら制限を解消致します。※2020 年 2 月

「hotaru のアトリエ」を開設致しました。

大会・発表の場 毎年5月、「絵画教室 いろえんぴつart hotaru」

作品展 大町ギャラリー（伊達市大町3-7和美工房）

会費 ＜伊達教室＞絵画レディース￥1,300／絵画幼児～小

学生 ￥1,300／hotaruのアトリエ ￥1,300／チョーク

アートコース ￥2,000／メソッドコース ￥2,500

＜室蘭教室＞一般 ￥1,300 連絡先 塩谷恭子

kyokoshioya@tune.ocn.ne.jp

http://ameblo.jp/iroenpitu-art/

--------------------------------------------------------------------------------------------

水彩画クラブ「ふじの会」（すいさいがくらぶ「ふじ

のかい」）

透明水彩絵の具で絵を描くことを楽しむサークルです。

水彩画の基本から風景、静物、人物等、題材は様々で季

節ごとに屋外での写生も実施しています。

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 10 名、月 2 回（第 1 及び第 3火曜日）13:00

～16:00

大会・発表の場 市民サークルまつり 会費 1500 円/月

連絡先 横田正道

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達美術協会（だてびじゅつきょうかい）

4 月：総会、会員小品展。7月：伊達の百景展。10 月：

美術協会展、公募展。時期は不定期ですが、写生会と美

術博物館等の鑑賞を主とした研修旅行。グループの活動

を後援する企画展の開催や忘年会又は新年会を開催。

活動場所 カルチャーセンター（研修旅行もあります）

対象 高校生以上で、主に胆振西部地域の方（室蘭市、登

別市の方も可）、公募展への出品を通して新規会員募集

しています。 人数・頻度 31 名

大会・発表の場 伊達美術協会展、企画展ほか（活動内容に詳細）

会費 年会費 3,000 円 連絡先 佐藤光雄

ビビット会（油絵の会）（びびっとかいあぶらえのかい）

油絵を描いているサークルです。経験を問わずアットホ

ームな雰囲気でお茶の時間もありますので、ぜひお気軽

に見学にいらしてください。なお、講師は道展会員の赤

谷良文先生です。どうぞよろしくお願い致します。

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いま

せん。油絵の好きな方ならどなたでも歓迎です。

人数・頻度 7 名、月２回 大会・発表の場 年１回、展覧会

を全員で行っている 会費 月謝として￥3500

連絡先 山口悟己

絵画
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COCORO 絵画教室（こころかいがきょうしつ）

個々の絵画制作の目的に合わせご指導いたします。美大

受験希望者にも対応し、デッサン、絵画理論を学びます。

一般の方には、初歩からご指導させていただき、個性を

伸ばす絵画制作を目指しています。初心者・未経験の方、

歓迎いたします。

活動場所 末永集会所 対象 中学生以上で絵画に興味をお

持ちの方。初心者、未経験の方、歓迎いたします。

人数・頻度 現在 10 名程度（中高生 3 名、一般 7 名）。毎

週土曜日、13:00～15:30。

大会・発表の場 年 1度、教室展開催。個々で個展、公募展

出品（有島絵画展、道展Ｕ21 展、二科展、新道展等）

会費 中高生：月 9,000 円（月４回）、一般：月 5,000

円（月４回）

連絡先 今泉心｜siribesi11@yahoo.co.jp

-------------------------------------------------

-----------------------------------

雨峰書道同好会（うほうしょどうどうこうかい）

雨峰書道同好会は、会員相互の理解と親睦を深め、書道の

研鑽をはかることを目的としています。臨書、創作、実用

書道、ボールペン字、大字書や調和体書、かな等、自分の

好きなところから始められるので、生涯学習として最適で

す。各々の好みに応じたところからスタートする、楽しい

仲間を求めている同好会です。どなたでも（歳を重ねてい

る方でも！）お気軽にお問い合わせください。大歓迎です。

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 8 名、月 3 回、9：30〜11：30

大会・発表の場 国際現代書道展、高野山競書大会、半紙コ

ンクール、近江神宮全国大会、市民サークルまつり

会費 月 2,000 円

連絡先 佐藤勝義（雨峰)

--------------------------------------------------------------------------------------------

錦堂書道会（きんどうしょどうかい）

月刊誌を手本に楷書、草書、隷書、近代詩文等さまざま

な書体を書き、週一回、カルチャーセンターにて先生に

添削をしてもらう。きれいな文字を書くのではなく、文

字の中にある言葉を書体にて表現する。

活動場所 カルチャーセンター 対象 30 才～80 才

人数・頻度 10 名、週１回

大会・発表の場 市民文化祭等 会費 月 2,500～3,500 円

連絡先 小野正利

--------------------------------------------------------------------------------------------

硯友会（けんゆうかい）

水曜日 10～12 時末永集会所にて、書道をしております。

東京本部（なにわづ）に提出しております。漢字、かな、

臨書をしています。

活動場所 末永集会所 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 月 3 回 大会・発表の場 市民サークルまつり

会費 月 1,500 円 連絡先 井田初枝

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達書道連盟（だてしょどうれんめい）

伊達書道連盟は有志が集い書道の発展、普及を目的とし

て活動しています。北海道書道展及び国際現代書道展等

移動展を開催したり研修活動を行っています。初心者歓

迎です。

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いま

せん。初心者歓迎しています。 人数・頻度 50 名、展覧

会、研修会等を年 4〜 6 回開催しています

大会・発表の場 カルチャーセンター 会費 年 2,000 円

連絡先 石井翠星

--------------------------------------------------------------------------------------------

茶道裏千家淡交会 伊達支部（ちゃどううらせんけ

たんこうかい だてしぶ）

私たちの会では様々な活動を通じて茶道の良さを知り、

広め、仲間とともに日本文化を学んでいます。たくさん

の皆様のご入会を御待ちしています。 伝統文化を体験

したい方大歓迎です

活動場所 カルチャーセンター、迎賓館、相馬神社、末永会館

対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 会員 140 名、定例会、季節の茶席等

大会・発表の場 研修会、呈茶席等

会費 行事によって参加料あり 連絡先 渡辺宗範

--------------------------------------------------------------------------------------------

茶道同好会 季の会（さどうどうこうかいときのかい）

茶道の稽古をしながら会員同士の親睦を和気あいあい

と行っています。興味のある方は男女を問わず見学をお

待ちしております。

活動場所 カルチャーセンター和室（研修室）

対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 月 2 回、第 2 ・ 4 水曜日

大会・発表の場 茶道裏千家淡交会伊達支部茶会等のお手伝い

会費 年会費 1,000 円 連絡先 三島玲子

-----------------------------------------

書道・茶道・華道
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伊達華道協会（だてかどうきょうかい）

当華道協会は現在 3流派（池坊、小原流、古流松藤会）

で活動してます。「池坊」は、伊達文化協会主催「いけ

ばな展」支部展・道展・七夕展・各地の花展に出瓶。更

に、ボランティアとして病院関係等に「いけばな」奉仕

活動を行い、伊達日赤病院からは、30 年以上の活動がみ

とめられ、武智茂院長より感謝状を受けています。「小

原流」は全国で「伝統文化いけばな子供教室」を 3か所

の会場で年 10 回行われています。通常の稽古の他、信

金ホールでの花展、文化協会主催「いけばな展」にも出

瓶しています。「古流松藤会」は 3 流派とともに文化協

会主催「いけばな展」に出瓶。また、通常の稽古や小学

校の入学式・卒業式の会場に花生けや有珠善光寺などに

も花生けをやっています。

活動場所 各教室 対象 5 歳以上 人数・頻度 120 名

大会・発表の場 三流派合同の市民総合市文化祭、各流派に

よる花展、協賛花展 会費 各流派による

連絡先 風間史郎｜usu.8114.sk@docomo.ne.jp

-------------------------------------------------

------------------------------------------

伊達短歌連盟（だてたんかれんめい）

連盟の活動としては、市文化祭行事として短冊に歌を書き、

年1回カルチャーセンターに展示しています。また、吟行

会は、カルチャーセンター付近で短歌を一首つくり順位を

定めて合評しております。さらに、市民短歌大会を開催し

ており、事前に一首を投稿し、順位を定めて合評しており

ます。尚、連盟には、市内3団体が加入しており、各サー

クルごとに月例会を開き活発に活動しています。

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 20 名、年 3 回

大会・発表の場 市民総合文化祭 会費 年 1,500 円

連絡先 浮田和子

--------------------------------------------------------------------------------------------

木賊短歌会（とくさたんかかい）

木賊（とくさ）短歌会伊達支部は、短歌の会です。短歌を

作ったり、短歌の鑑賞や、お互いの作品を合評しあい、勉

強しています。本部に毎月作品を送り研鑚を積んでいます。

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いま

せん。どなたでも歓迎です

人数・頻度 月 1 回(第 2 日曜日)13:30～15:30 ただし、出

席人数が 3名以下の場合、中止することがあります

大会・発表の場 市民吟行歌会、市民短歌大会参加、市民文

化祭作品展示発表 会費 年会費 1,000 円

連絡先 浮田和子

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達俳句会（だてはいくかい）

伊達俳句会は、会員相互の理解と親睦を深め、俳句の研

鑚をはかることを目的としています。活動歴は 35 年、

40 代〜90 代までの会員が活動しています。カルチャー

センターを会場に、原則毎月第 3 日曜日午後 12：30 か

ら月例句会を、このほか特別句会（春秋の吟行句会、忘

年会も行われている）もあります。入会希望者はどなた

でも歓迎いたします。特に若い方の入会は大歓迎です。

活動場所 カルチャーセンター 対象 年齢・性別を問いま

せん 人数・頻度 23 名、月 1 回（第 3日曜日）12：30〜

大会・発表の場 市民総合文化祭、近隣の市町の俳句大会等

会費 月 400 円 連絡先 中村幸雄

--------------------------------------------------------------------------------------------

西胆振壺俳句会（にしいぶりつぼはいくかい）

活動場所 有珠地区コミュニティセンター白鳥館 対象 年

齢・性別を問いません 人数・頻度 10 人、月１回活動し

ています（都度決まりますのでお問い合わせください）

会費 月 500 円 連絡先 小野与志恵

短歌・俳句

ロラバス WEB 版には電話番号を掲載していません

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

✉da tec omu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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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----------------------------------------------

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。

活動場所 伊達囲碁クラブ（末永町 73、旧小熊接骨院）

対象 小学生から高齢者まで 人数・頻度 75 名、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｜tetuo@aioros.ocn.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

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

対象 年齢・性別を問いません 人数・頻度 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

史跡北黄金貝塚公園ボランティア

オコンシベの会
（しせききたこがねかいづかこうえんぼらんてぃあおこんしべのかい）

国指定史跡北黄金貝塚公園の現地解説や、貝塚情報セン

ターの展示解説を行っています。このほか、模擬体験発

掘や勾玉づくりなど情報センターが行う様々な体験学

習をサポートします。年間 1 万人くらいの団体に解説や

サポートをしています。「無理しない」「楽しく」をモ

ットーにして、出来ることから活動していきます。視察、

学習会の開催など自主研修活動は随時行っています。

活動場所 国指定史跡北黄金貝塚公園 対象 高校生以上

人数・頻度 12 名 会費 なし（現地解説希望の団体からは

解説料を頂くことになり、担当のガイドには、旅費とし

て規定額を支給しています）

連絡先 矢元信一｜jomon-2004s@ymobile.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

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・頻度 31 名、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

歴史・文化財

囲碁・将棋
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だて歴史文化ミュージアム・コンシェ

ルジュ・クラブ（だてれきしぶんかみゅーじあむこんしぇるじゅくらぶ）

だて歴史文化ミュージアムの展示解説や、隣接する旧伊

達邸跡の解説、さらに、まちのおおすすめスポットを紹

介するガイドの団体です。この会では、ミュージアムを

飛び出して史跡北小金貝塚公園や有珠善光寺など他の

史跡や文化財のガイドを担当するメンバーや、グッズ開

発、イベント企画などを実施するメンバーも随時募集し

ています。皆様のご入会をお待ちしております。

活動場所 だて歴史文化ミュージアム 対象 高校生以上

人数・頻度 会員毎（随時）

連絡先 だて歴史文化ミュージアム

museum.concierge.date@gmail.com

https://www.facebook.com/date.museum.concierge/

--------------------------------------------------------------------------------------------

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）

仙台藩亘理領主伊達邦成公を始めとして、明治3年から実

に3千余名の北海道移住という開拓の文化財継承の大切さ

を受け止めた方々により昭和46年に結成。市民総合文化祭

において”刀剣展示会”を開催しています。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めています。

活動場所 カルチャーセンター、だて歴史文化ミュージア

ム（体験学習館） 対象 刀剣類を所持する方、本会の趣

旨に賛同する方 人数・頻度 53 名、不定期

大会・発表の場 刀剣展示会 会費 年 4,000 円

連絡先 片平道生 ｜ cfn25728@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

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）

伊達は、約100の縄文遺跡が確認されている縄文のまちで

す。縄文時代は戦争の痕跡がなく、自然と共生し、芸術性

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

は日本文化の原点で有り、未来に伝えるべき財産です。縄

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、

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。

会員は、縄文に魅せられた普通の市民です。

活動場所 カルチャーセンター、市民活動センター、噴火

湾文化研究所 対象 高校生以上

人数・頻度 約 50 名、不定期（年間 6回程度）

大会・発表の場 だて噴火湾縄文まつり、道内外の遺跡・博

物館探訪ツアー、縄文講演会（年 2回程度）、ツアー、

散策会報告発表会、市内遺跡・史跡散策会

会費 年 3,000 円

連絡先 洞口雅章｜ masa@horaguchi.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

地域の歴史を知るサークルレキシロー
（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、

伊達市や周辺地域さらには北海道の歴史を知り、共有し、

今と未来に活かすために活動をします。2021 年より、古

い写真の寄贈を受け付ける活動を始めました。

活動場所 伊達市内および近郊 対象 「伊達市や周辺地

域さらには北海道の歴史を知り、共有し、今と未来に活

かす」という趣旨に賛同する方ならどなたでもお気軽に

ご連絡ください。 人数・頻度 4 名／不定期に活動中

大会・発表の場 写真展（市内各所）、だて歴史文化ミュー

ジアムへの協力活動などを検討しています。

会費 特に（都度検討） 連絡先 事務局

rekisiro@pradsma.com

https://www.facebook.com/suriage/

https://twitter.com/datenousuriage

https://www.instagram.com/datenousuriage/
------------------------------------------------------------------------------------------------------

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。

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・頻度 18 名、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、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。イベント参加費は無料

連絡先 渡辺達也｜tatsuya_wata09@ybb.ne.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

✉da tec omu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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

ロラバス WEB 版には電話番号を掲載していません
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---------------------------------------

だて記念館びおとーぷクラブ
（だてきねんかんびおとーぷくらぶ）

記念館の庭園には、多くの種類の樹木があり小さな森を

作っています。市の史跡でもあるこの庭園の森を大切に

しながら、桜や他の樹木・野草の花や実、それを好む野

鳥・エゾリス・トンボなどの昆虫が楽しめる、より豊か

な環境作りを目指して池を中心にびおとーぷ作りを行っ

ています。野草園つくりにおいてはほかの自然を大切に

できるだけ種から育て、土作り、草取り、柵の整備も行

っております。イオン様よりイエローレシートキャンペ

ーンや伊達市より材料や保険の支援を受けており、2017

年から有償ボランティアとしての活動を行っています。

活動場所 史跡歴史の杜公園 歴史文化ミュージアム裏

旧伊達邸跡（野草園） 対象 高校生以上

人数・頻度 10 名。活動回数は 2020 年は年間 20 回以上

連絡先 木村益巳｜ m-kimura@palette.plala.or.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

NPO 法人 いきものいんく
（えぬぴーおーほうじん いきものいんく）

伊達市を拠点に環境教育を行っています。小学校での授

業の他、主催のキャンプや日帰り学習会を通して、生き

物どうしの「つながり」や外来生物問題、ロードキル（野

生動物の交通事故）など、人間の活動が引き起こす環境

問題について伝えています。

活動場所 伊達市内及び近隣地域(事務所所在地は伊達市

清住町) 対象 行事内容により異なるが、主に小・中学生

と幼児 人数・頻度 常勤 3名。平日夕方は、伊達市内で

体育教室を週 5回開催。休日や長期休み期間中、不定期

で野外学習行事を開催。

会費 行事ごとに参加費が掛かります

連絡先 加藤康大｜ LINE:＠sna9114c

info@ikimonoinc.jp｜ http://ikimonoinc.jp

http://fb.com/555984747786691

--------------------------------------------------------------------------------------------

水車アヤメ川自然公園を育てる市民の会
（すいしゃあやめがわしぜんこうえんをそだてるしみんのかい）

水車アヤメ川自然公園は、春は、エンレイソウやイチゲ

など山野草が見られ、市民の散歩コースにもなっている

自然豊か場所です。年間を通じ、エゾリスや野鳥も見ら

れます。市民にとって大切な場所です。また、市民の声

で自然公園が実現した経緯もあり、市民の手で、水車ア

ヤメ川自然公園の魅力を高める活動を伊達市と協力し

て、ボランティアの精神で行っています。個人と団体会

員で構成しています。

活動場所 水車アヤメ川自然公園 対象 すべての年齢 お

子さんは、保護者と一緒に 人数・頻度 個人会員8名、団

体会員2団体（NPO森・水・人ネット、中央3区自治会）

大会・発表の場 植樹、草刈り、観察会・学習会。その他自

然公園環境整備など広く市民に呼びかけて、実施します。

会費 基本的に無料です。

連絡先 木村益巳 ｜ ayame@ydate.sakura.ne.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

NPO 法人 森・水・人ネット
（えぬぴーおーもりみずひとねっと）

「自然を生かしたまちづくり」「自然をまもること」を

目的とする NPO です。自然は人が生きていくためには、

かけがえのないものです。自然に親しみ時に学ぶ観察会、

自然の見どころつくり（自然公園、大滝の桜/天空の道、

渓谷美と希少植物）、楽しくためになる座学交流、各種

提言など。ジャンルは野草木、野鳥、昆虫、海の生物、

火山/地質、有機農業、命の水など、人とのつながりも

含め、広く自然をとらえています。楽しく価値ある活動

を目指しています。一般の方の参加も歓迎。一度体験し

てみませんか？ 図書館に会報を設置しています。

活動場所 西胆振（主に伊達市）

対象 お子様は保護者同伴の上でご参加ください

人数・頻度 会員数 80 名、平成 29 年度は、自然観察会 8

回、座学交流 4 回、自然調査 2 ヶ所、自然の見所つくり、

研修部の実践的研修会

大会・発表の場 2019 年度は、自然観察会 8 回、座学交流

3回、自然調査 2ヵ所、自然の見所つくり、 研修部の実

践的研修会 大会・発表の場 、自然写真展、スライド映

写会、冬の自然勉強会他への講師 派遣、アルトリ海岸

清掃と観察

会費 正会員:年1口3,000円（入会金1,000円初回のみ）。

賛助会員：年 1,000 円（1 人の場合 2 口希望、カラー会

報発行のため）。

連絡先 木村益巳｜ m-kimura@palette.plala.or.jp

http://mori-net-date.sakura.ne.jp

自然
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--------------------------------------------------------------------------------------------

移住者ネットワーク 北海道だて
（いじゅうしゃねっとわーく北海道だて）

移住者同士、さらに地域全体の交流を通じて、地域の魅力

を共有するためのグループです。コロナ禍もあり活動でき

ておらず、何をするか話し合う段階ですが、不定期で親睦

会などを行っていきたいと考えています。移住者ではなく

ても、移住者と交流したい方の参加もお待ちしております。

活動場所 伊達市内を中心にした西いぶり地域

対象 移住者でなくとも活動に賛同する方はどなたでも

人数・頻度 不定期

会費 会費なし 連絡先 事務局｜iinedate@pradsma.com

https://fb.com/iinedate/

--------------------------------------------------------------------------------------------

いちごはうすの会（いちごはうすのかい）

私達、いちごはうすの会は伊達市で子ども食堂運営のた

めのボランティア団体です。いちごはうすの会が目指す

子ども食堂は、貧困層向けではなく、「子どもの居場所

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。

活動場所 子ども食堂 いちごはうす（伊達市旭町 47）

対象 特に制限なし 人数・頻度 月 1 回以上の子ども食堂

の開催。ボランティア会員、現在 30 名程度。

連絡先 工藤直美｜ kauufd5460@yahoo.co.jp

https://www.facebook.com/103888367625953/

--------------------------------------------------------------------------------------------

おおたき新聞くらぶ（おおたきしんぶんくらぶ）

「住民相互の親睦と大滝区の活性化を図ることを目的とし

て、暮らしやすい明るいまちづくりに貢献する」という目

的のもと、月一回「おおたき新聞」というフリーペーパー

を発行しています。その他にもまちづくりについて学んだ

り、楽しいイベントを企画していく活動をしています。地

域おこし協力隊員さんや年齢も職業も性別もさまざまな会

員がわいわいと集っています。（おおたき新聞は大滝区内

全戸、他に市役所、市民活動センター、図書館などで配布

しています。興味のある方はご連絡ください）

活動場所 主に優徳集会所（大滝区）

対象 年齢・性別を問わず、まちづくりについて考えたりフ

リーペーパー作り等に興味ある方ならどなたでも歓迎です。

人数・頻度 本会員約 10 名で月 3 回程度集まっています。

寄付にて応援して下さる賛助会員（年間1口500円以上）

も多数います。

会費 年間 1 口 500 円以上の会費を集めています。（新聞

の紙と印刷代を会費から捻出しています）

連絡先 事務局｜takishinclub@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

減災を考えるあらうすグループ
（げんさいをかんがえるあらうすぐるーぷ）

実際に災害や支援を経験したことがある防災士、北海道

地域防災マスター、洞爺湖有珠火山マイスター、DMAT

などの女性メンバーで設立。災害時の被害を最小限にく

いとめるために、平時から何を学び備えておけばよいの

かを伝えたり話し合う場を設けること（自助・共助）自

治体と市民の情報交換・連携強化（公助連携）を主目的

にしている。これまで災害時支援者講演会、減災グッズ

の紹介、段ボール家具の紹介と製作会などを行った。

活動場所 伊達市防災センター、市民活動センターなど

対象 減災に興味のある方 人数・頻度 8 名

大会・発表の場 年 2 回（3月、9月）、災害を減らす「減

災」について学び考えるイベントを開催しています

会費 会費なし（イベント開催時は別途計算）

連絡先 島川（防災士/北海道地域マスター）

nflight327@nifty.ne.jp

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な活

動をしています。

活動場所 伊達市大滝区 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・交流イベントの開催など

を行います。2021 年から SNS の clubhouse を使った活動

も始めます。

人数・頻度 不定期 連絡先 吉田貫太郎

trimoti@pradsma.com

https://www.facebook.com/trimotikai/

コミュニティ・まちづくり
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Date GT（だてじーてぃ）

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の情報

を共有し、発信していきます。また、地元のファンクラ

ブ的存在として伊達市でのイベント開催時のお手伝い

を行うこともあります。現在、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。

活動場所 市民活動センター、ロコベイスなど

対象 活動内容に興味ある方 人数・頻度 不定期

連絡先 事務局｜dategt@dategt.info

https://www.facebook.com/dategt/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

wi-radio クラブ（わいらじおくらぶ）

伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町のコミュニティ FM

放送局「wi-radio」の運営をボランティアでサポートす

る組織です。講習会参加後には、実際にラジオで放送さ

れる番組の企画、パーソナリティやナレーションの他、

技術的な編集なども行います。ラジオの仕事に興味をお

持ちの方や、地域に関わる活動をしたい方などをお待ち

しています！

活動場所 伊達市観光物産館内スタジオ他

対象 未成年者は保護者もしくは親権者の同意が必要

人数・頻度 39 名 会費 年 1,000 円

連絡先 事務局(NPO 法人だて観光協会)

info@date-kankou.jp

English speaking club（いんぐりっしゅ すぴーきんぐ くらぶ）

英会話の習得を通じて世界への関心を高めつつ国際的

視野を涵養し知的活性化を維持する。日本語で日常を過

ごしている私たちが中学校で勉強した英語を基礎とし

て「どのように外国人と英語で会話をするか」を練習す

るサークルです。

活動場所 伊達市カルチャーセンター

対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 5～10 人、週 1回（月）14:00～16:00

会費 会場使用料実費

連絡先 大崎みどり｜osaki.midori@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

因サイト（いんさいと）

北海道いぶり周辺地域では、人と人との出会いのための

イベントが色々なところで、色々な人によって開催され

ています。因サイトは、行政や事業者、団体、個人と多

岐にわたる主催者の横の連携をとり、イベントを高め合

い、広め合う連絡会です。

活動場所 伊達市など北海道西いぶりエリア

対象 活動理念に賛同する方 人数・頻度 不定期

連絡先 事務局｜insite@pradsma.com

https://www.facebook.com/insite8/

--------------------------------------------------------------------------------------------

公益社団法人伊達シルバー人材センター
（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）

シルバー人材センターは、サークル活動やボランティア活

動がメインではなく、就業が主となります。一般家庭、企

業等からの依頼により臨時的、短期的、軽易なお仕事をそ

れぞれの場所で行います。

活動場所 原則、伊達市内の就業依頼先（お客様のご自宅や

会社など） 対象 原則60歳以上の方で健康で働く意欲のあ

る伊達市にお住まいの方 人数・頻度 会員数は約300名

大会・発表の場 シルバー人材センターふれあい祭り：2021

年 8 月 28 日(土)シルバー人材センター駐車場。シルバ

ー会員趣味の作品展：2021 年 10 月 9 日(土)、10 日(日)

カルチャーセンター。 会費 毎年、会員年会費 1800 円、

親睦会年会費 1200 円がかかります。

連絡先 工藤｜ datesc@dream.ocn.ne.jp

http://www.date-silver.jp/

--------------------------------------------------------------------------------------------

La felice（らふぇりーちぇ）

アロマテラピーは、香りが良いだけではなく、植物のち

からを借りて、心とからだとお肌に働きかけます。簡単

に日常的に取り入れる方法を学んだり、アロマせっけん

や柔軟剤、クリームなどを作ります。整理収納は、コツ

や手順さえわかれば、ご自身でおかたづけが出来るよう

になります。身近なモノで実践したり、写真持参での学

びとなります。居心地よく暮らしやすい生活は、こころ

もスッキリします。自分や周りの人にやさしい暮らし始

めませんか？

活動場所 主に市内 対象 年齢・性別を問いません

人数・頻度 月に 2 回程度

会費 1 回 2,500 円前後(材料費込)

連絡先 小野友美｜ aroma2016okataduke@gmail.com

http://ameblo.jp/aroma2016shuunou

文化系その他



52

新日本婦人の会（新婦人）
（しんにほんふじんのかいだてしぶ（しんふじん））

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、伊達市市民活動セン

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・頻度 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。月 1、2回の例会あり。

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、会費 月 900 円（会報費含む）

連絡先 黒田セツ子

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達市菊花同好会（だてしきっかどうこうかい）

年間通して菊を育てています（冬期間は来年度のための
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）

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・頻度 12 名、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

--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達盆栽会（だてぼんさいかい）

盆栽の好きな人たちで活動しています。特に活動の中で、

伊達市の『文化祭の盆栽展』は、全道でも好評で、各地

より団体で見学に来てくれます。技術向上のため、定期

的に専門講師に指導を受けています。各会員宅に相互に

盆栽見学、他地区の盆栽展も見学(年 3～4回)、互いに研

鑽を深めています。新会員の加入をお待ちしております。

活動場所 各会員宅（年１回公認講師による実技講習あり）

対象 盆栽愛好者 人数・頻度 18 名、不定期

大会・発表の場 市民総合文化祭 会費 女性：年 3,000 円。

男性：年 6,000 円。 連絡先 船田辰雄

伊達写真連盟（だてしゃしんれんめい）

3 クラブが集まり連盟を結成しています。年 1 回の定期

総会、年 2 回の撮影会、勉強会を開催。胆振芸術祭にも

参加しています。

活動場所 主に、西胆振、後志地方 対象 特に定めなし

大会・発表の場 伊達赤十字病院に常時展示、市文化祭（伊

達写真連盟作品展・一般公募展)

会費 年会費 500 円、ただし撮影会参加費用は実費

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）

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、みらい館ほか 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・頻度 毎月 1回、7～8人参加。

大会・発表の場 女性研修参加報告会、各種女性会議、道立

女性プラザ参加、室蘭共生セミナー参加など。武者まつ

り着付ボランティア、ふれあい広場のボランティア、フ

リーマーケット出店、カレンダー市開催など。

連絡先 宮本圭子｜ranzan@pradsma.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

学び合い アドラー心理学 北の湘南
（まなびあい あどらーしんりがく きたのしょうなん）

「アドラー心理学を語る」を読みながら感じたことを話

して、本に書かれていることを理解していきたいです。

勇気づけ合える仲間づくりを目指しています。

活動場所 カルチャーセンター、伊達市市民活動センター

対象 アドラー心理学に興味・関心のある方はならばどな

たでも歓迎です 人数・頻度 月に 1～2回読書会をします

会費 会場費として 1回 100 円

連絡先 表正恵｜bhana@w6.dion.ne.jp
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達レクリエーション協会
（だてれくりえーしょんきょうかい）

日本レクリエーション協会の活動として、昭和53年4月伊

達レクリエーション協会を設立、現在に至る。活動はゲー

ム（用具を利用するゲーム・利用しないゲーム）、ソング

（一般の歌からレク独自の歌）、ダンス（社交ダンス・レ

ク独自のダンス）の三つを基本に楽しみ、学校・職場・過

程での疲れ・ストレスなどを取り去り、健康で明日の活力

を目的として活動し、ボランティアの協力も行っている。

（伊達市長生大学・社協のイベント・老人クラブ等）

活動場所 錦町三ツ和福祉会館 対象 賛同する方

人数・頻度 18 名、毎週火曜日 13:00～15:00(但し第 5火

曜日・休日、1月 8 月は休み)

大会・発表の場 大会もしますが勝負でなく健康と心の癒

しとしてやっています

会費 年 3,500 円 連絡先 船田辰雄
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AADDLLSS（地域のためのデザインサークル）
（あどるす）

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。

活動場所 伊達市内および近郊 対象 年齢性別問いません

人数・頻度 10 名、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://www.facebook.com/aaddllss/

市民サークル ttemiyo（てみよー）

「やってみたい」をカタチに。ジャンルを問わずに様々

なことを企画しカタチにする市民サークルです。「まわ

しよみ新聞」「アウトドア」「公共交通利用促進」「議

会傍聴」「プログラミング」「料理講座」「SDGs 講座」

など多種多様な企画を行ってきました。あなたの「やっ

てみたい」は何ですか？ 一緒にカタチにしてみましょ

う！ 皆さま、お気軽にご参加ください。

活動場所 市内公共施設 対象 不問 人数・頻度 月 1〜2 回

大会・発表の場 市民活動センターに掲示 会費 会費なし

連絡先 四戸幸穂｜ ttemiyo2017@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------

劇団パラム（げきだんぱらむ）

演劇を通し、会員全員が心を一つに演劇を創作し、演ず

る事の楽しさを共有する劇団です。年 1回あるいは 2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・頻度 20 名、週 1回（火）19:00〜21:00、公演 2ケ

月前は週 2回（火・木）

大会・発表の場 公演 会費 年 12,000 円（学生 6,000 円）

連絡先 鈴木啓一｜dave@ams.odn.ne.jp

https://fb.com/202325086501532

プレイバックシアター・ピグマリオン
（ぷれいばっくしあたー ぴぐまりおん）

プレイバックシアターは 1975 年にニューヨークで、生ま

れました。プレイバックシアターは観客や参加者が、自

分の体験した出来事を語り、それぞれの場ですぐに即興

劇として演じる独創的な即興劇です。そして、参加して

いる人々を親しい仲間として結びつけ、それぞれの人の

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 伊達市市民活動センター 対象 小学生以上、性

別問わず 人数・頻度 団員 7 人、月 1〜2 回

大会・発表の場 定期自主公演年 1回、ワークショップ適宜。

いじめ防止授業(文化庁の公募事業に学校が応募し実

施) 、お彼岸にお寺での公演、支援者研修での公演、自

治会敬老会での公演。 会費 参加費として 1500 円／ワ

ークショップ時、一般参加者は 500 円

連絡先 山本いく子｜p-o-l-a.r-i-s.i-y@docomo.ne.jp

NPO 法人伊達メセナ協会
（えぬぴーおーほうじんだてめせなきょうかい）

伊達メセナ協会は、市民主体で芸術文化事業を企画運営し、

市民の鑑賞機会の拡充と地域に根ざした芸術文化の振興を

目的に1994年に設立されました。3つの部会により、音楽・

演劇などの各種舞台芸術の公演、絵画・写真・書道などの

展示、講演など自主企画事業を展開し市民の鑑賞機会の充

実や地域文化団体への支援を行っています。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。

活動場所 カルチャーセンター 対象 不問

人数・頻度 個人会員 170 名、法人会員 39 社・団体（2020

年 8 月末現在）。活動は事業により年数回。

大会・発表の場 カルチャーセンターで展示・演劇・音楽・

その他の文化事業を主催します。

会費 年会費：個人会員 5,000 円、法人会員 20,000 円。

連絡先 安孫子孝次｜info@date-mecenat.jp

http://date-mecenat.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

✉da tec omu@n i s h i i b u r i . j p n . o rg ☎ 0142-25-6504
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 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

ロラバス WEB 版には電話番号を掲載していません

掲載をご希望のみなさまへ
このガイドブックの情報は 2021 年 2月の調査に基づいて掲載されています。掲載内容は年に 1 回更新されま

す。内容の更新や新規で掲載を希望される場合は下記までご連絡ください。
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 地名としての「伊達」や「伊達市」は音に含めずに

並べています 

 人名や固有名詞の「伊達」などは音に含めています 

 「NPO法人」などは音に含めずに並べています 
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、この冊子に掲載されているほぼ全ての

団体の活動が大きな影響を受けています。各団体は状況を考慮しながら活動を行って

いますが、掲載されている情報には感染拡大以前の従来の情報が含まれています。詳

しくは、各団体または市民活動支援担当にお問い合わせください。

安全・安心な市民活動のために

最新の「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報」（北海道）をご確認ください
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