
分野別リスト（54-57ページには 50音順リストがあります） 

サッカー・フットサル 
だてキックファイターズ・・・・・・・・・・・10 

伊達登別四十雀サッカークラブ・・・・・・・10 

北湘南サッカースクール・・・・・・・・・・10 

FC DATE 少年団・・・・・・・・・・・・・・10 

VAIN FOOTBALL CLUB 伊達・・・・・・・・・10 

VFC DATE sonia  ・・・・・・・・・・・・・11 

AMOROSO・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

ノーマライゼーション・フットサル教室 futty・・11 

卓球 
あすなろ卓球クラブ ・・・・・・・・・・・・11 

高齢者体力づくり・・・・・・・・・・・・・11 

伊達市卓球連盟・・・・・・・・・・・・・・11 

伊達フルハウス卓球スポーツ少年団・・・・・12 

どんぐりクラブ ・・・・・・・・・・・・・・12 

ひやく会卓球クラブ・・・・・・・・・・・・12 

テニス 
伊達シニアテニスサークル・・・・・・・・・・12 

伊達ソフトテニス連盟・・・・・・・・・・・12 

伊達テニス協会・・・・・・・・・・・・・・12 

大滝スポンジテニス愛好会・・・・・・・・・12 

長和スポンジテニスクラブ  ・・・・・・・・・13 

スポンジテニス愛好会・・・・・・・・・・・13 

スポンジテニス同好会・・・・・・・・・・・13 

バスケットボール 
伊達市ミニバスケットボールスポーツ少年団・13 

Armada ・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

Dated-DAM'S・・・・・・・・・・・・・・13 

バドミントン 

大滝バーディーズ★ジュニア・・・・・・・・14 

大滝バドミントン愛好会・・・・・・・・・・14 

伊達市バドミントン協会・・・・・・・・・・14 

伊達市バドミントンスポーツ少年団・・・・・14 

伊達シャトル同好会・・・・・・・・・・・・14 

バレーボール・ミニバレーボール 

エラーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

関内 PEACE・・・・・・・・・・・・・・・・15 

伊達市バレーボール協会・・・・・・・・・・15 

伊達レモンズバレーボール少年団・・・・・・15 

ラウディークラブ・・・・・・・・・・・・・15 

伊達若草・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

伊達政宗ダンガンズバレーボール少年団・・・15 

稀府バレーボール同好会・・・・・・・・・・16 

朝風・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

北星体育振興会バレーボール部・・・・・・・16 

A C E  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

ZER0'Z  ・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

エクセル MV   ・・・・・・・・・・・・・・16 

 

BarBies・・・・・・・・・・・・・・16 

プレジャーサークル・・・・・・・・・・17 

稀府マップス・・・・・・・・・・・・・17 

ミニバレーサークル・・・・・・・・・・17 

レッツビギンず・・・・・・・・・・・・17 

伊達ミニバレーボール協会・・・・・・・17 

野球・ソフトボール 
OVER PRIDE・・・・・・・・・・・・・・17 

伊達パンダーズ野球スポーツ少年団・・・17 

伊達ブルータイガース・・・・・・・・・18 

伊達野球連盟・・・・・・・・・・・・・18 

長和ジュニアスワローズ ・・・・・・・・18 

西胆振軟式野球連盟・・・・・・・・・・18 

西胆振ベースボールスクール・・・・・・18 

舟岡アトムズ・・・・・・・・・・・・・18 

水泳など 
伊達スイミングスポーツ少年団・・・・・19 

伊達婦人スイミングサークル・・・・・・19 

水中ウォーキングサークル“水中華”・・19 

武道・格闘技 
ABENIR KALIS SYSTEM（旧 合気研究会）・20 

大東流合氣柔術幸清会・・・・・・・・・20 

国際空手道連盟 極真会館 伊達道場・・・20 

総合空手坂井塾・・・・・・・・・・・・20 

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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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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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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 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 

 

 

 

 

 


