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栃木言友会は皆さんが自主的に主体的、 

                         楽しく活動できるセルフ・ヘルプ・グループです。 
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福祉プラザ 2周の緊張 

 

Ａ Ｚ 

寒い日が続きますが、皆様はお元気でお過ごしの事と思います。 

今年もインフルエンザの患者さんが多いと聞いています。自分は今年まだ大丈夫

ですが、たしか去年は B 型インフルエンザ、その前の年は A 型のインフルエン

ザになってしまいました。３歳と１歳の子供がいますので、手洗いうがいと睡眠

をとって気をつけたいと思っております。 

 

自分は仕事で個別訪問をする機会があります。見ず知らずのお宅に伺い１軒１

軒廻っております。インターホン越しでも直接相対でも最初の言葉が出て来なく

て、非常に困る事が多々ありました。でも立場上どうしてもやらなくてはならな

い事なので、１軒１軒勇気を出して、呼び鈴を鳴らしています。 

そうしている内にその様な状況に段々と慣れて来るのか、少しずつですが最初の

言葉でつまることも減ってきたように感じました。 

日常では電話をかける時に、自分の苗字が出て来ないことがあり、結構大変で

す。コンビニではカウンターに置いてある肉まんやポテト等を店員さんに注文す

る時に、物によって品物の名前が言えない事があり、焦ってしまう事もあります。

人との何気ない会話の中に自分で話したい事があっても、話す事ができずにいる

事や、特に若い年齢の時には飲み会等の話の輪の中に入っていけない事もあり悩

んだ事も多かった様に思います。ただ、吃音である事によって色々と解らせて貰

えたり、感じられる事もあるのかな、とも思っています。 

人が何かで悩んでいる時に、吃音を含め自分の経験から、相手の気持ちを少し

でも理解する事が出来るのではないかとも思います。また、相手に自分の意志や

気持ちを伝える時にも、上手く喋ろうと頑張りますが、それよりも気持ちを込め

て話せた時の方が、かえって上手く喋れた時よりも相手に良く伝わっている事が

あると感じる時があります。 

ホームページで言友会の事を知ってから、交流会に参加させて頂くまで１年近

くかかってしまい、最初会場の部屋に入るまで大分緊張していましたが、皆様が

温かく迎えて下さり安心して参加させて頂く事ができました。 

これまで吃音に関係する講習会等に参加した事がなく、吃音に関係する色々な

情報もあまり知る事が無かったので、まだ数多く交流会に参加できていませんが、

都合のつく限り参加させて頂きたいと思っております。 

ちなみに、初参加の時に、部屋に入るまで緊張からか、部屋を特定できずにビ

ルを２周ぐらいしてしまいました…。 
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日時：平成 27年 1月 24日(土) 

場所：栃木言友会事務局 

交流会担当：古川 12：00～15：30 

進行：Ｋ、Ｆ エンカウンターゲーム：Ｆ 

参加者：Ｈ、ＳＤ、ＦＫ、Ｆ、Ｔ、Ｋ、Ｓ、Ｎ、古川、 

 

１．近況報告 3分間スピーチ 

Ｈ：公私ども時間に追われ、少しは健康に留意するようにしたいと思います。 

正月は、毎年Ｈ駅伝を見ていますが、今回は母校が出場できず、また出場できない大

学から選手を選んだ「Ｇ選抜チーム」に母校の学生がエントリーされましたが、補欠

のままで出場できず残念でした。 

 

ＳＤ：ちょうど一年前に初めて交流会に参加させて頂きました。その時は皆さんの様々なお

話を聞くことができて、とても貴重な時間となりました。 

最近は食生活が乱れがちなので、今回の食育会を機に、食生活を見直していきたいと

思います。 

 

古川：新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 

   元日に少し離れた神社にお参りに行ってきました。昨年は１月 5日(月)、仕事も始ま

り人出も少なくなった頃だと思い、Ｕ市のＦ神社に行ったのですが、仕事始めのお参

りをする会社役員の方がたくさんいて、１時間以上もかかってしまいました。 

今年はＵＳ神社に１１時頃行き、ゆっくりお参り出来よかったです。 

さらに今年は還暦を迎えますので健康と安全祈願もしっかりお願いをしてきました。 

２日目は福袋を目当てにイオンに行き、数件品定めをして購入です。 

冬物のジャンパーとジャージ、シャツも入っていて納得しました。今、着ている物が

古くなってきましたので、良い買い物をしたと思います。 

吃音についてです。年末年始と勤務先で過ごす時間が少なく、業務の会話や電話な

ど普段より少なく、吃音で困ることは少なかったように思います。でも、相変わらず

電話などでは予期不安があるようです。 

長年付き合ってきたものですから、今年もあまり気にしないようにしていきます。 

 

ＦＫ：明けましておめでとうございます。 

お正月は家族皆、元気に過ごせて良かったです。周囲ではインフルエンザや腸炎の風

邪がとても流行っているので体調に気を付けています。 

今年も交流会に沢山参加したいと思っていま                  
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す。よろしくお願いします。 

 

Ｆ：今日は寒い中、来ていただいてありがとうございます。 

年末に少し大変な事がありました。大みそかに歯が歯茎に埋まってしまう程腫れて、

休日歯科診療所に駆け込みました。炎症止めと痛み止薬が出ましたが、皆さんも歯を

大事にした方が良いと思います。 

翌日は元旦に初詣に行ったのですが、Ｉ県のＵの神社に行きました。 

元旦なので賑わっており、甘酒も振る舞っていて、寒い日だったので温まり、心が穏

やかになったと思います。お札やお守りも買い、神棚に祭っています。 

 

Ｔ：年末年始の休暇が９連休で長いかと思いましたが、休みに入りますと大掃除などをして

いて、あっという間に正月になりました。 

家族で１日は初日の出を見に、Ｈ町内にあるＤＴ宮の分院に行きました。 

そこはローケーションもよく、そこそこの人出があります。天気予報では曇りでした

が、予想を翻しきれいな日の出が見られました。 

今日ここに来る前に、地域の公民館主催の資源物回収がありました。一応副公民館

長なので終わるまでいました。 

 

Ｋ：食育ということで、電車で来ました。電車の中で時間があったので、会報を読んでいま

した。 

私は正直言って、会報をほとんど読んでいませんでした。子供のころから喋ることも

苦手でしたが、同じくらい書くことも苦手で嫌いでした。会報に書いてある自分の文

書を読むのが嫌で、ほとんど見ていませんでした。 

みなさんしっかりしたことを書かれて、学ぶことも多くありました。 

今年の目標に会報を読むということと文章力をつけるということも加えることにし

ました。 

 

Ｓ：栃木言友会の交流会に初めて参加してから、約１年経ちました。吃音のことを気にしな

いで話せる貴重な場であるとともに、自分にとって話し方のメンテナンス的な場でも

あるように思います。 

最近また吃音の波が来て、コントロールしにくくなっています。「いい時はどんな感じ

でしゃべっていたかなぁ」と思い出して、あせらずに少しずつ調子を戻していきたい

です。 

 

 
  ４ 



２．エンカウンターゲーム 「好きな食べ物２つ話して下さい」  担当：Ｆ 

古川：イカの刺身です。中でも、するめイカの刺身は大好物です。マグロや鯛の刺身より私

はイカが良いです。年末にＴさんと元栃木言友会会員のＮさんとＵ市内で忘年会を開

催した時も、私はイカの刺身をたくさん食べました。 

   次に、かまぼこが好きです。表面が赤いかまぼこが好きで、わさびと醤油でお酒のお

つまみにするのが良いです。煮込みうどんに入れるのも良いです。 

 

Ｋ：子供の頃からカレーライスが好きです。子供の頃は誕生日にはいつも大好物のカレーラ

イスを作ってもらっていました。交流会の帰りはよくＹ市にあるＫＩ屋でカレーを食べ

てから帰っています。辛いのが好きで、いつも辛くしてもらって食べています。近所の

ＮＳ市、Ｏ市にもＫＩ屋を作ってもらいたいものです。 

最近は毎日、夕食が会社になってしまいましたが、少し前までは自分でつくったりも

していました。 

 

Ｓ：子供の頃は「肉といえば牛肉」と思っていましたが、一人暮らしをするようになり、豚

肉が好きになりました。養豚家の方と知り合う機会があり、豚肉について色々教えても

らえたことがきっかけです。その方曰く「バラ肉が一番おいしい」とのことです。脂の

多いバラですが、さっぱり風味で食べることもできます。 

お鍋にキャベツとバラ肉のスライスを交互に敷き、少量の酒と水を入れ、アルミ箔でふ 

たをして弱火で蒸します。ポン酢をつけて食べるとおいしいです。 

 

ＦＫ：好きな食べ物は沢山ありますが、鯖とチョコレー トです。 

しめさば、バッテラ、塩焼き、みそ煮など何をしても美味しいです。 

甘い物は何でも好きですが、特にチョコレートのお菓子やパンが好きです 

 

ＳＤ：鶏肉とトマトです。私は、鶏肉がお肉の中で一番好きで、御鍋やシチュー、親子丼な

ど、どんな料理にも使えるところがいいからです。トマトは子供の頃から好きで、何も

調理をせずに生で食べるトマトが特に美味しいと思っています。 

 

Ｈ：握り寿司と「山羊刺し」です。握り寿司は、昔趣味で握っていました。 

学生の頃はシャリな中にわさびを大量に入れ「当たり」という握り寿司を学科の飲み

会で提供し、定年前の教員が食べない位置に配膳していました。 

「山羊刺し」ですが、Ａ諸島とＯでは、冠婚葬祭で山羊を食べる習慣が、地方では今

でも残っており、また山羊専門店などでも食べることができます。 

マトンが苦手な人は厳しいと思います。美味しいというより、値段も手ごろでそこで
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しか食べられない希少価値があり、Ｏへ行った時は毎回食べています。 

 

Ｔ：特に好き嫌いはありませんが今の時期ですと、郷土料理の ＳＭＫ を自分で作り食べ

ます。子供のころは匂いなどが嫌いでした。成人してアルコールを飲むようになってか

ら、酒の肴に食べるようになりました。大根、にんじん、大豆、油揚げ、酒粕、鮭の頭

などが入り、栄養のバランスは良いです。栃木県内のスーパーでしたら置いてあると思

います。 

他にキュウイフルーツと答えましたが、最近ハマッているのは手打ち蕎麦です。 

今の職場はＮＫ市ですが、このあたりは美味しく安いです。 

自分でもうてますが準備と片付けが億劫になりました。 

 

３．エンカウンターゲーム２ 「年末年始に食べた物とエピソード」 

Ｓ：数年前に祖父が亡くなり、正月も親戚で集まることが少なくなってからは、おせちを食

べる機会がなくなりました。子供の頃のにぎやかだった正月が懐かしいです。                                                                                     

今年の正月に食べたわけではありませんが、Ｎの「Ｎ」が好きなのでお話します。の

っぺは、イクラや鮭の身、大根、しいたけ、かまぼこなどがはいったお汁です。    

味付けや汁の量は地域・家庭によって様々ですが、私はしょうゆ味のＮに馴染みがあ

ります。子供の頃はあまり好きではありませんでしたが、今では美味しくいただけま

す。また食べたいです。 

 

ＦＫ：大晦日の年越しそば、元日のおせち料理とお雑煮です。お雑煮は大好きですが、毎年、

お正月にしか食べていなかったので今年はまた作ろうと思います。 

地方によって色々なお雑煮があるので食べてみたいです。 

変わったお雑煮があったらお聞きしたいです。 

 

ＳＤ：年末年始には、毎年定番の年越しそばとお節、お雑煮を食べました。 

中でも、お節の虎巻きという料理が特に美味しく、私のお気に入りになりました。 

 

Ｔ：我が家の大晦日は手抜きで、蕎麦屋さんの出前です。鍋焼きうどん、けんちんうどん、

私がもり蕎麦＋ミニ生姜焼き丼でした。 

年始の３ヶ日は我が家の家風で、家長が朝食の用意をします。といっても雑煮（ぞうに）

で、具は長ネギや鶏肉や豚肉、味付けは醤油とある会社の麺つゆです。子供たちにはマ

アマアの評判です。 
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Ｋ：正月休みは実家でゆっくりする予定でした。休み直前になり、気分転換で遠くに行きた

くなりＡ、Ｈに行ってきました。Ｈでは魚介類やラーメンを食べていました。 

  イカの踊り食いのようなものを食べました。 

醤油をかけると、その刺激でイカが動きだしました。新鮮なのはいいけれど、かわい

そうに思ってしまいました。 

フェリーでＨからＡに行きました。Ｈは晴れていたのですが、Ａは吹雪で視界がほと

んどない状態でした。冬の雪国を満喫できました。 

 

古川：子供頃、お正月のご馳走でＭ付けがありました。昆布、にんじん、するめを細く切り、

漬ける食べ物です。にんじんや昆布はわりと切りやすいのですが、するめは硬くはさ

みで切っていると指が痛くなり、休み休み時間をかけて切っていた事があります。指

が痛くなり、あまりよいお手伝いではないのですが、最後にするめの足を食べられる

のが楽しみで年末の行事の一つになっていたと思います。 

 

Ｈ：年末は大阪に立ち寄り、最近関東でも時々見かけますが、Ｏ名物のＫカツを２日連続食

べました。 

ビールも料理も安く、また、Ｋカツには、サービスのキャベツがよく合います。 

 

Ｆ：おおみそかに年越しそばを食べました。夕食で毎年、年越しそばを夫が作るので、昨年

はＫＨ合戦を少し見て、ＤＤの番組を見て過ごしていました。 

年越しそばは、夫はたまご、にら、豚肉、ねぎなどを入れますが、実家では親が筋子

や大根おろし、みつ葉など入れていました。筋子は少し変わっているかと思いますが、

そのような物を食べて育ちました。 

 

４．感  想 

Ｆ 

 食育は 9名が集まり、リラックスした楽しい雰囲気で行われました。 

昨年の食育と少し様子を変えられたらと思い、エンカウンターゲームを２つ準備して、感想

スピーチは無しで、報告で送っていただく事にしました。ゲームで皆の「好きな食べ物」と

「年末年始に食べた物」のエピソードに心を惹きつけられました。 

 食育の準備で私はお寿司の予約や、酒やドリンク類、菓子、座布団の購入を夫と相談しな

がら店を何件か周り、半月前位から気合を入れていました(笑) 

ゲームの進行は、毎朝 5時からのＮ番組「Ｒあさいちばん」を聞いていて、そのアナンサー

のコメントがとても上手いので、少し意識して進めました。 

 

  ７ 



Ｔ 

会長宅での例会と食育、きれいに片付いているお宅で近況報告や食べ物に関するお話、そ

して会長が手間ヒマかけて作って頂いたおでんを中心の食べ物、親近感が一層わきました。

私的には用事があり車で来て、お酒を飲めなかった事が残念でした。 

目標を持って今年も頑張りましょう。宜しくお願いします。 

 

ＦＫ 

今年も食育交流会に参加させて頂き、ありがとうございました。 

古川さんに作っていただいた おでんはとても美味しく、作るコツなど教えて頂きました。

お料理、お酒も頂きながら食に関する沢山のお話が聞けて、楽しい時間を過ごさせていただ

きました。 

Ｆさんにも準備から色々なご配慮頂き、とても感謝しています。 

本当にありがとうございました。 

 

Ｋ 

今年も食育に参加させていただきました。今年もまたおでんが美味しかったです。 

多くの方が参加され、飲みながらいろいろ話を出来て良かったです。 

 

Ｓ 

初参加の食育でしたが、今まで以上にアットホームな雰囲気で、とても楽しく過ごすこと

ができました。色々お話できてあっという間に時間が過ぎてしまいました。みなさん、あり

がとうございました。 

それから古川さん、Ｆさん、たくさん準備してくださってどうもありがとうございました。

おでん、大変おいしく頂きました。ごちそうさまでした。 

 

ＳＤ 

皆さんそれぞれの面白いお話が聞けて、自分も意欲的な気持ちにさせられました。 

素敵な会に参加させて頂き、ありがとうございました。 

 

Ｈ 

 古川様のおでんの念入りな準備により、さらに発泡酒ではなく普段なかなか飲めないビ

ールをいただき、また話も盛り上がり楽しいひと時を有難うございました。 

エンカウンターゲームも本日のテーマにあわせた、食事関係のもので楽しかったです。 

さらに、駅から送迎までお願いし、お手数をおかけしました。有難うございました。 
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古川  

 本日の交流会、お疲れ様でした。 

近況報告の後、食育で数点用意をさせてもらい皆さんに食べて頂き、嬉しい限りです。 

準備をした食物をほとんど賞味して下さった事に感謝したいです。１週間前から食材の購入

を始め、前日の午後から下準備を開始して、今日の朝から火を入れ何とか形になり、安心し

ました。また、皆さんからも良い感想をお聞きでき、助かりました。 

１月交流会として昨年に続き、交流会を事務局の家で開催しましたが、会場の位置が県南

になることから参加したいと考えている方が来られない場合と、入会したばかりの方が参加

しづらい事もありますので、食育としての交流会は今回で終了とします。 

来年から１月交流会は通常通り、とちぎ福祉プラザで開催したいと考えています。 

しかし、皆様からの意見もあり食育としての交流会は実施しませんが、食育研究会は開催の

方向で考えて行きたいです。 
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２月の栃木吃音改善研究会は 13時 10分より開催です。 

今月の交流会担当はＴさんと福峯さんです。ご期待ください。 

 

近況、交流会内容、感想も当日、またはメール（郵送）で、交流会終了後、3 日

以内に頂ける様ご協力よろしくお願いします。  

栃木言友会会費納入先、お近くの郵便局から  

郵便局口座番号 00190-1-760304   口座名称 栃木言友会 

会費納入 会員：Ｅ、Ｎ、ＦＫ（27年度分） （敬称略 納入順） 

 3月 22日(第 4日曜日・403会議室)   4月 19日(第 3日曜日・1階 和室) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回交流会のお知らせ  

日時・開催場所：2月 21日(土) コンセーレ(栃木県青年会館) 第 2会議室  

              13時 10分～14時 00分 栃木吃音改善研究会 

14時 10分～16時 00分 栃木言友会交流会 

〒320-0066 宇都宮市駒生 1-6-6 TEL028-624-1417 

    1階の案内には栃木言友会になっています 

交流会内容：近況報告 「大寒、節分の思い出」 

交流会：「Ｍ療法と吃音」 担当：Ｔ 

エンカウンターゲーム：「質問ゲーム」   担当：ＦＫ 

連絡先 〒329-4425栃木県栃木市大平町新 1385-33 古川元一 

 携帯 090-3138-1507  E-mail:genyut@mocha.ocn.ne.jp 

栃木言友会ホームページ http://tochigi.sakkt.net/index.html 
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