
地域づくりネットワーク埼玉県協議会会員情報

代表者 森本　清子（もりもと　きよこ）

事務局及び情報誌等
送付先

〒３４０－０８０２　八潮市鶴ケ曽根１４１２番地
ＴＥＬ　　０４８－９９５－１６１６
ＦＡＸ　　０４８－９９５－１６１６

構成員 ３０人（男　８人　女２２人）

活動日
団全体での活動は不定期に行われますが、団員が個々に常時活動して
いる状態です。
会議や研修、講習などは、主にやしお生涯楽習館を利用。
そのほか喫茶店や市内の各地域でも活動しています。

６月 報告会
８月 生涯楽習館イベントの手伝い

９～１１月 研修視察
２月頃 講演会
随時 市内ウォッチング

平成５年７月 生涯学習やしお探偵団結団式
平成６年５月 ｢わくわく散歩道マップ｣発行
平成７～８年 人材バンク名簿の作成

８月 第１回「八の字サミット」参加
９～１０月 部会開催（全５回）

平成９年２月 講演会開催（２回）
３月 八潮市出前講座参加
６月 ハーブ講座開催
９月 特製ウインドブレーカー作成

１０月 埼玉県ボランティア大会分科会で発表
１２月 廃油石けんづくり開催

団 体 名 生涯楽習やしお探偵団　（八潮市）

DATE

地元の住民より新住民が多い八潮市に愛着を深めてもらおうと、平成４年に市役所に生涯学
習都市推進室が設置された。その生涯学習都市推進室の生涯学習情報紙「マイ・パート
ナー」（編集：愛エヌジー）の情報収集を手助けするための応援団として、「町のよいとこ
探そう探偵団」をスローガンに、平成５年に「生涯学習やしお探偵団」として１５名で発足
した。

活動の内容

エピソード

生涯楽習やしお探偵団は、細かい会則なし、会費なし、年間計画はあまりたてず、催し物へ
の参加義務もなし。「参加したい人が参加する」という、極めて自然体で、肩ひじ張らずに
活動できる団体です。失敗してもそれを笑い飛ばし、次へのステップアップと考える団長と
団員。らっきょうが転がってもおかしい年ごろ（!?）で、いつも笑いが絶えない。とても明
るく楽しい団体です。
平成６年発行の「ワクワク散歩道マップ」はイラストや写真を使い、実際に歩いた人でなけ
れば分からないコメントが添えられ、これが好評。例えば、垳川親水通りでは「夜間照明あ
り、夕涼みもＯＫ」とか「野菜畑に入らない様に注意を」の心配りの一言である。又、第２
弾平成１３年発行「八潮の街路樹・きになるマップ」も見事な出来栄え。学校の先生から児
童に教えるのに分かりやすいので使っていますとの声もあった。又、八潮の名産白玉だんご
が売っているお店や、手作り雑貨のお店等、気になる情報がいっぱいで、誰もが、わくわく
して散歩したくなるマップで、市内の公共施設に置いたが、あっという間になくなってし
まった。又、毎年他市町村との視察研修を行っているが、嬉しいことに今も、味噌づくり、
特産品の出展等、北海道・山形・群馬・山梨県と広範囲に楽しく続いている。平成１６年１
０月に開催された「彩の国まごころ国体」で、八潮市は男子ハンドボールの会場となり、探
偵団は民泊応援団として標語の投稿に始まり、種々の協力応援で活躍しました。また、平成
１８年には八潮市まちづくり推進者会議に参加し、「どんぐりマップ」の作成に協力するな
ど、市の事業への協力にも力を入れています。

これまでの歴史

今後の計画目標

活動場所

・今後の目標：市民全員が探偵団になることです。
・八潮駅南口方面の発展に伴い新しいMAPの作成。

年間行事

設立のきっかけ

主な活動内容としては、市内外の趣味や特技・技術を持っている人々を人材バンクとして、
登録者を講師として紹介する 冊子「やしお楽習塾」に登録したり、市内を自分たちで直接
歩いてまわり、まちの良いところや面白いところを見つけてまとめた市内散策マップの「わ
くわく散歩道マップ」、「八潮の街路樹・きになるマップ」を作成したりしている。また、
年に１回視察研修を行っており、生涯学習の先進地やセンターの視察、地域の人々との交流
会が中心だが、その土地のおいしいものを食するのも忘れない。発足年の平成７年から、八
潮市内の生涯学習施設“やしお生涯楽習館”前の花壇づくりも行っている。れんげ草から始
め、現在は芝桜、水仙など様々な花が来館者や通行人の心を和ませている。花壇に植えてい
る花々は、団員が自分で購入したものや市民の寄付などで、花の種類はまちまちだが、季節
になるとそれぞれに美しい花葉で楽しませてくれる。その他には、コンサートや講演会を独
自で企画運営をするなど、団体の興味を引くようなものは何でも企画して団の催しものにし
ている。このような活動をする際には、平成９年度に作成した濃緑の“探偵団特製ウインド
ブレーカー”、平成１４年に作成した“パステルカラーのトレーナー”を着て楽しく、ま
た、さっそうと催しを切り盛りする団員の姿が見られる。
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平成１０年３月 廃油石けん、肥料（ぼかし）づくり開催
８月 団体名を「生涯楽習やしお探偵団」へ改名

アクリルたわしづくり開催
八の字サミット参加（山形県八幡町）
視察研修（北本市）
「やしおまちづくりフォーラム」で活動発表

平成１１年１月 「生涯学習フォーラム」で活動発表（松戸市）
２月 講演会「教育はいま・・・」
６月 講演会『「化学物質過敏症」について』
８月 夏休み視察研修（寄居町：トンボ公園、さいたま川の博物館）

１０月 「関東地区生涯学習実践研究交流会」（松戸市）
１１月 八の字サミット参加（愛媛県八幡浜市）
１２月 班長会

平成１２年２月 講演会2「介護保険について」
５月 総会＆オペラを楽しむ
９月 視察研修（群馬県邑楽町）

平成１３年２月 「みそづくりで交流会」
３月 「八潮の街路樹・きになるマップ」発行

４月
ＮＨＫ衛星放送「お～い日本・とことん埼玉」１０００人メッセージ
出演。

５月 講演会　作詞家　北川文化さん

６月
「八潮市制３０周年・生涯学習宣言１０周年記念事業」において、ま
ちづくりフォーラム実行委員として参加。

７月 視察研修　栃木県「益子町民大学“悠楽塾”」との交流
９月 出前講座「常磐新線について」を受講

自由研修　講師　中奥良則氏
交流会「我孫子・男の井戸端サロン」代表日比谷氏

１１月 「八の字サミット・山梨県八田村」参加
平成１４年１月 交流会「北海道八雲町」婦人ボランティア代表者８名

自由研修「八田村さくらんぼ狩り」２４名参加。
出前講座「夏の特別編」受講及び“楽しいシルクフラワーのアレン
ジ”に講師として参加

７月 モラロジー研究所で体験発表
「彩の国生涯学習振興大会」（狭山市）
「町研全国大会」（北本市）
「八の字サミット八潮大会“わが町のまちづくり活性化事例”につい
て」参加
テプコケーブルテレビ出演“さわやかカフェ「私が町の広告委員
「生涯学習の集い」上尾市

３月 団員再結成（３８名）
４月 「探偵団ときになる所へ出かけよう！！」八條編
５月 報告会
６月 自由研修（山梨県南アルプス市　富士国際花園）３０名参加

「八の字サミット　秋田県　八森町」
ガーデニング講座「寄せ植え」参加
「まちづくりフォーラム」松伏町
県発行「埼玉自治」に“楽しんで自分の町を好きになろう”と題して
掲載される。

平成１７年７月 わら工芸品作り
８月 フラワーパークトイレそうじ

わら工芸品作り
「全国生涯学習まちづくりフォーラム」協力

１～２月 市民グループがつくる八潮の情報誌「やしおん」編集会議参加
随時 楽習館前花壇手入れ

八潮市まちづくり推進者会議参加
・市内公園リサーチ
・公園の樹木のネームプレート
・どんぐりマップ作成
市民グループがつくる八潮の情報誌「やしおん」編集会議参加
「やしおん」ホームページ開設準備
「生涯楽習まちづくり大賞」表彰式（２件推薦・受賞）
「外環八潮複合PA整備同盟会」JRレイクタウン駅視察
交流会（北海道千歳市）

６月 韓国教育放送公社（ＫＢＳテレビ）取材
８月 フラワーパークトイレそうじ

地域づくりネットワーク埼玉県協議会参加
・情報交換会
・現地視察（草加市）

随時 楽習館前花壇手入れ
平成２１年２月 市内ウォーキング景観作品展への写真応募

３月 「八潮市制自治基本条例委員会」月２回参加

平成１８年４～１０
月

平成２０年２月

１１月

１１月

これまでの歴史

平成１５年２月

平成１６年２月

９月

９月

１１月

１０月

６月
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８月 フラワーパークトイレそうじ
随時 市内ウォッチング・花壇手入れ

平成２２年１月 「八潮市ベスト３０」選考委員会全３回参加
２月 「八潮市ベスト３０」発表大会、パネリスト他参加

３月～４月 「八潮市ベスト３０」歴史Map作成打合せ（全３回）
５月 「八潮市ベスト３０」メセナ発表会
７月 生涯楽習館１５周年記念において「団体表彰」を受賞

７月～１１月 月１回土曜日花壇の草むしりと整備
８月 フラワーパークトイレそうじ
随時 市内ウォッチング・花壇手入れ

平成２３年７月
～１１月

月１回土曜日花壇の草むしりと整備

８月 フラワーパークトイレそうじ
１１月 「八潮市ベスト３０」案内ボランティア説明会
随時 市内ウォッチング・花壇手入れ

平成２４年１月 八潮市市政４０周年式典「団体表彰」じを受賞（メセナ）
６月 報告会

６月～７月 「わくわく散歩Map」改良版作成打合せ
８月 フラワーパークトイレそうじ
随時 市内ウォッチング・花壇手入れ

平成２５年６月 報告会
８月 フラワーパークトイレそうじ
随時 市内ウォッチング・花壇手入れ

平成２６年６月 報告会
「生涯楽習会フリーマーケット」出店準備（ゴコープリンディング）
「生涯楽習会フリーマーケット」出店　１３名参加
「楽習館夏休み宿題大作戦」手伝い
フラワーパークトイレそうじ

随時 市内ウォッチング
平成２７年６月 報告会

７月 「紙芝居を見る会」開催
８月 「楽習館夏休み宿題大作戦」手伝い　全３回
随時 市内ウォッチング

平成２８年５月
八潮中央総合病院広報誌「ふれあい」７月号掲載用リハビリテーショ
ン科長と対談

６月 報告会

７月

８月

これまでの歴史

会員からの一言

「良いとこ　探そう　探偵団」をスローガンに、生涯楽習やしお探偵団が設立され、早１４
年。人から人へと言葉を通したつながりが良い方向に作用していると思っています。全員で
一斉に活動することはないのですが、これからも団員が皆、前向きに積極的に活動し、活躍
している団であり続ければと思います。
　地味ですが、フラワーパークのトイレ掃除も続けていきます。
　他市との視察交流は自分の町を見直すよい機会であり、ますます八潮に愛着を持つように
なりました。
　新しく作ったパステルカラーの特製トレーナー（ルーペ片手にシャーロックホームズ姿の
女性をあしらったシンボルマークが胸に印刷されている）を着て活動するのが楽しみです。

代表者からの一言

生涯楽習やしお探偵団は、「いつでも　どこでも　誰でも」気軽に参加できるような団体で
す。なかなか活動に参加できなくても、自分のできることからやってみる。そして、いつで
も気軽に参加でき、明るく受け入れられる雰囲気を持ち続けたいと考えています。これから
は団員がさらに‘自分は探偵団だ’という意識を常に持っているようにしていきたいと考え
ています。

団体PR

団員が普段の生活の中で気がついたもの、面白いと思ったらどんどん企画を進めて催し物に
していくフットワークの軽さ。
　平成７年２月にシャンソン歌手の杉村美恵さんが出演する「おひな様コンサート」を企画
していたが、１月に阪神大震災が起こったため、急遽タイトルをチャリティーコンサートに
変更した等も懐かしい思い出。
　「イケイケどんどんの良さ」の積極性があります。
　今まで通り肩ひじ張らず、自然体で楽しく長～く続けていきたいと思ってます。


