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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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私とパソコン 

Ｔ Ｄ 

 

私がパソコンを始めたのは６０才を過ぎてからです。Ｓ県Ｋ市に住んでおり、Ａ（ＹＫ）

が出来、そこにパソコン教室が入り、マウスの使い方から始め、タイピング練習は若い頃か

らローマ字入力が苦手で、今でもパソコンで入力するよりも書いた方が早いです。現役を辞

めて、２４時間３交代のガソリンスタンドに入り、そこで初めて仕事でパソコンを使いまし

た。 

 

 ２４時間電源を入れっぱなしのために時々、こわれました。早番遅番、夜勤があり、１人

勤務でした。現役時代は２５時間１日おきの仕事であり、週に３日と２日泊まりの仕事でし

た。１日おきの泊まりの仕事は慣れないと大変です。 

ガソリンスタンドに入れたのは若い頃、危険物乙４類の免許を持っていたから入れました。 

 

 言葉に関しては、客扱いだと質問されれば、すぐに答えなくてはならないのでプラスにな

ります。だが客扱いはストレスがたまります。そのために休日の前の明番は健康ランドや温

泉に泊まり飲み歩き、ストレス解消をしていました。 

 

通勤電車の中ではいろいろな本を読んでいました。九州から北海道まで車で行き、初めて

入った店でも、ぼられない自信もつきました。 

 

最近の事ですが、パソコンが弱いので PC Dにサポートをまかせっきりにしておりました

ら、ＡやＴを売りつけられ、Ａがバックアップが出来ないので解約をしてコールセンターと

電話で話し、一万円を払うことで合意しましたが、さらに店に行きデータを持って行き、解

約金なしで合意しました。 

 

皆様も話す前に自分は話せる方だと思いこませて話すと話せるようになります。 

今ではどこに行っても、どんな場所でも話せないことはありません。 
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日時：平成 27年 3月 22日(日) 

場所：とちぎ福祉プラザ 4階 403会議室 

栃木吃音改善研究会担当：Ｔ 13：10～14：00 

交流会担当：Ｆ・進行：古川 14：10～15：50 

エンカウンターゲーム担当：Ｆ 15：50～16：10 

 

参加者：ＳＮ、ＫＭ、Ｔ、ＳＢ、古川、ＦＫ、Ｅ、Ｎ、Ｓ、Ｋ、Ｆ  計 11名（敬称略） 

１．3分間スピーチ （最近気になったニュース） 

 

ＳＮ：ごぶさたいたしております。おかげ様で、3月 31日で定年退職となります。 

３７年間勤務できたのは、家族をはじめＪ・ＳやＨや同僚やあらゆる人々のおかげ、

また空気や水や太陽や植物や動物やご先祖様や宇宙の大生命のおかげだと思っていま

す。また最後の数年間を無事勤めることができたのは、言友会の皆様のおかげだと思

っています。それで一つ、感謝の歌を歌います。 

♪♪♪♪～ 

      こーのよにー せいをうけてー 

わたーしのー じんせーいはー 

しーあわーせーでーすー 

みーんなーのー おーかーげーさーまーでー 

わたーしのー じんせーいはー 

しーあわーせーでーすー 

あーりーがとー かんしゃしますー 

つーいてまーす つーいてまーす 

つーいーてーいまーすー     ♪♪♪♪～ 

 

最近気になったニュースの一つは、ＭＹさんが、老衰でお亡くなりになったというこ

とです。私はＭＹさんのお話が大好きで、息子やＫ教室に通っていたＯさんへの読み

聞かせに、ＭＹさんの「Ｍたろう」もよく語り聞かせていました。ＭＹさんはまだま

だ若い方だと思っていたのですが、老衰でお亡くなりになるくらいの方なのだという

ことが初めてわかりました。私も老衰で人生を終われたら幸せと思います。 

 

ＫＭ：最近会社で言葉が出づらくなっています。電話をかけて呼び出したい相手の名前がな

かなか出てきません。「え～と」「え～と」などと何度も繰り返してしまっています。

職場の人の目がさすがにいくらか気になって、電話を離れた場所に持って行き電話を

したりしています。毎日、10回以上こういったことを繰り返すと辛いものがあります。
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会社での電話は克服出来たような気でいたのでがっかりしています。 

早くまた調子良く、喋れるような状態に戻ってほしいです。 

最近気になったニュースは、Ｎが殺された事件です。 

 

Ｔ：だんだん暖かい日も続くようになり、昨日はコンテナにレタスとブロッコリーの種を蒔

き、畑にジャガイモの種を３キロ一人で蒔きました。近くには梅の花が満開でその下に

はふきのとうが芽を出していました。午後車で出る用事も無く暖かい日でしたので、ビ

ールとつまみを持ち出し一人花見をしましたが、一人でも美味しかったです。 

長男の高校受験が終わりました。中学に入ってからは、部活やクラス運営に夢中で勉強

などは二の次でした。二学期からはやっと勉強に本腰を入れ、親の目から見て少し心配

な志望校でしたが、何とか合格してくれました。本人以上に親がほっとしています。 

最近気になったニュースは、Ｋ市の中１の男子生徒の件と、株価の上昇の件です。株は

独身の頃経験があるので、興味が湧きます。 

 

ＳＢ：先ほど研究協力してくださった皆様、どうもありがとうございました。 

取らせて頂いたデータを活かし、しっかり研究していきたいと思います。 

   近況は、汚い話で申し訳ありませんが、右耳に耳アカが詰まってしまいました。 

綿棒を入れたときに途中でコツコツ当たるのです。 

無理に自分で取らず、耳鼻科で取ってもらったほうがいいと聞いたことがあるので、

休みの日に耳鼻科に行ってこようと思います。 

   最近気になったニュースですが、Ｈ新幹線の開業です。ＫやＴはなかなか行く機会が

ないのですが、新幹線だと車や飛行機で行くよりも気軽な感じがあり、機会があれば

行ってみたいと思います。 

 

古川：確定申告に初めて行って来ました。 

先輩から聞いた額より多く戻って来る事がわかり、申請をしたかいがあり良かったで

す。午前中で申告が終わったので、午後は妻を連れてＵ市まで足を伸ばし、パルコに

行って服やカバンを見ると、Ｔ市と違ったデザインやファッションがあり視野が広が

った感じです。その後は年末の忘年会をしたお店の刺身が美味しかったので、ビール

と酒と刺身を食べて帰って来ました。 

吃音ですが、交流会前にＳさんの吃音研究に参加した時も常に予期不安があります

が、今まで言友会で吃音軽減の取り組みをした成果もあるのかわりとスムーズに話せ

たと思います。 

最近気になったニュースは今年戦後７０年に関する記事です。 
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ＦＫ：今日、ＳＢさんの吃音研究に参加しました。単語を声に出す前に、息を吸ってから言

う癖で、文字を読み取ってから発語まで時間がかかってしまいました。 

文章は、病院で読んだ事もあり少しは上手に読めるかと思いましたが、やはり緊張し

ました。 

気になったニュースは、毎日気になるのが天気予報と花粉情報です。 

薬で抑えていますが、風の強い日は喉、目がかゆくなり大変です。気温の変化が激し

い時期なので服装に困ります。 

 

Ｅ ：日曜日か祝日が休みの時は、父と打ちっぱなしのゴルフ場で練習をしています。 

気になったニュースは若い方が、具合が悪くなって１１９番通報したのに、救急車が

出動せず、そのまま亡くなったことに怒りを感じて、心に残っています。 

 

Ｎ：仕事の中で電話の応対や上司への連絡や相談を含め、日常会話でも緊張する場面あり、

自分の思うように言えない時があります。電話だったらベルが 3回鳴ったら取るなど

の対応で負担をかけないように心がけています。あとはこちらの交流会でメモを取り

ながら何とか難を逃れています。 

近いうちに事務所が移転することになり、新しい雰囲気に慣れるか不安があります。 

 

Ｓ：前回の交流会の時に言っていたＤクエのゲームが発売されて買ったので、毎日コツコツ

やっています。 

副題の最近気になったニュースですが、ＵＴラインが開通した事ですね。 

Ｕにて乗り換えなしでＴやＳまで行けますので、新幹線や飛行機の利用がグッと便利

になると思います。 

 

ＫＤ：去年 7月以来！しばらくの参加です。 

気になった最近のニュースは、Ｔでの豪華客船のＴ事件です。 

日本国内でも残虐な事件がありますが、海外はどこでＴに遇うか解らなく、怖いと思

います。 

 

Ｆ：２月下旬、Ｄコンサートに行きました。 

同窓会コンサートは１９７０代、６０年代に人気のあった歌手のコンサートです。 

Ｏ市でありました。夫が行きたいと言ったので、私も音楽を聴く事は好きなので２人

で行きました。 

歌手はＳＨさん、ＡＳさん、Ｆ５のＨさん、ＩＳさん、ＧのＯＭさん、ＫＹさん、Ａ

Ｓさんなど１２，１３人です。 
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私が生まれる前の大人気の歌手で初めて名前を聞いた歌手もいましたが、幕が開い 

た瞬間から、はつらつとした華やかな雰囲気に魅了されました。歌がとても良かった 

ので感激して、トークでも何度も笑い、アンコールも手をたたきました。 

気になったニュースは、２つあります。ＨＮ大震災から４年経ち、３月１１日はＦ、

Ｍ、Ｉの食べ物が各地で売れ、Ｔ県では津波で亡くなった方の慰霊祭もあったと報道

していました。私も復興支援で店に募金箱があれば必ず入れるようにしています。あ

とは、Ｓさんと同じでＵＴラインが開業し、Ｓ県とＴ県が乗り換えなく行けるように

なり、便利になったと思います。 

 

２．交流会 「朗読に慣れ親しむ」「雑談力を高めよう２」  担当：Ｆ 

～朗読に慣れ親しむ～ 

Ｕ市にあるＫ山の物語「Ｏ桜の話」を１人、３～４行ずつ朗読。 

１回目は自分の読みやすい速度、声の大きさで読んでいただき、２回目は自分が思うより少 

しゆっくりの速度、少し大きめの声で読んでいただいた。 

 

～雑談力を高めよう２～ 

 参加者を３～４人ずつ３グループに分けた。テーマを出し、自由に３分雑談してもらった 

テーマ 「スマートフォンと携帯電話」 「災害と地震対策」 

 

 

３．エンカウンターゲーム 「食レポ」           担当：Ｆ 

 

皆さんに封筒に入れたお菓子を配りました。 

面白いお菓子、懐かしいお菓子が入っています。 

それを召し上がっていただき、味、食感など他の方も食べて 

みたいと思うコメントをレポート（報告）して頂きました。 

 

古川：Ｋラーメンです。包装を開けると袋ラーメンの四角い形をした、ミニ版のラーメンが

入っています。このままでは食べられないと思い、容器とお湯が必要ではと思い、説

明書きを見るとそのまま食べられますとの記載。本当なのか？と思いながらそっと口

に運び入れると、醤油味が利いた昔懐かしい中華そばの風味がとても美味しかったで

す。そのまま食べても美味しく、お酒のおつまみにも合うと思いますし、食器に入れ

てお湯を注いで食べると、さらに美味しく頂けると思います。 
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ＦＫ：私は、Ｄチョコを食べました。 

Ｄ焼きと言えば中身はあんこですが、これはＤ焼きの皮の中においしいチョコクリー

ムが入っています。一口サイズで食べやすく、２個入りなので２人でも食べられるの

が良いです。 

 

Ｎ：私が頂いたのは、Ｉそうめんです。Ｉの美味しさが噛めば噛むほど味が出て、ビールの

おつまみに最高ではないかと思います。大変美味しく頂きました。 

 

ＳＢ：私が食べたお菓子は、お金のチョコでした。Ｋチョコというか、中にカリカリした粒

が入っており、サクサクしておいしかったです。おまけでお札の絵柄のカードが入

っていました。懐かしの 500円札でした。金運が上がるといいです。 

 

Ｆ：Ｂラーメンです。麺が１センチ位に切られて揚げてあり、麺にしょうゆ味が付いていて

パリパリした食感です。お湯を入れてラーメンにしても美味しいのではと思います。 

 

Ｅ ：私のお菓子はＫ太郎です。小さい頃よく食べていた事を覚えています。 

とうもろこしを使用して調味料もバランス良く使われていて、美味しかったです。 

 

Ｋ：Ｂサンダーというチョコレートを食べました。チョコレートの中にクッキーのようなも

のがあり、食感も良くおいしかったです。Ｈに行った時、地域限定のホワイトＳとい

うのをお土産に買いました。それもまたおいしかったです。 

食レポは面白い企画だと思いました。 

 

Ｓ：私が食べたのは味噌Ｋというお菓子、子供の頃は好きでよく食べました。 

大人になって思うのは 30円くらいの商品だと思うのですが、すごく豪華なパッケージ

だなと思います。 

 

ＫＤ：駄菓子みたいな、ミルククリーム！味はＢに近い感じです。 

子供の頃は小学校の近くに駄菓子屋があり、良くジャリ銭を持って通っていました。 

今では駄菓子屋は少なくなりましたが、懐かしく思います。 

 

ＳＮ：「ココＢ」を食べました。サクサクとしていて、とても懐かしい味がしました。 

Ｔ製菓のＨナッツ（菓子コンクールＫ賞をもらっています）を４０年前に食べていま

したが、それにとてもよく似ています。原材料名にココナッツが入っていたせいでし

ょう。サイズは１枚がハイココナッツの３分の２、大きさで１袋には９枚入っていま
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す。原産国がＦだったので良かったです。Ｔではなくて。 

 

３．感  想 

ＫＤ：午前中、ＳＢさんの吃音研究協力は単語と文章の読み取りで、自分の苦手な事や吃音

の状態が自分でも良くわかりました。 

録音をされているので意識してしまうからかなと思いますが、自分の吃音の症状が良

くわかりました。 

Ｆさん担当の「朗読に慣れ親しむ」は普通に文を読むと、吃る所はいつも同じですが、

ゆっくりと声を大きく読むと割合スムーズに声が出て、吃音が少し軽減したと思いま

す。 

今日は、言友会の皆様にお会い出来て、色々な話が聞けて充実した時間を頂きました。

また！機会があったら、交流会に参加します。 

 

Ｎ：1月、2月と参加できず申し訳ありませんでした。行くまで動きが良くないのですが、来

てみれば皆さんと交流を深められて良い経験になります。これからも吃音に関して悩

むことがあるかと思いますが、皆さんのご指導を頂きまして力をつけていきますので

よろしくお願いします。 

 

ＳＮ：ひさしぶりに言友会に参加できて、とても嬉しく思います。ここの所、３月３１日ま

で超忙しい日々が続いていますが、Ｆさんや皆さんにお会いして、パワーをもらえた

ので、明日から残りの９日間を乗り切れると思います。有難うございます。 

 

Ｅ ：今日は朗読に慣れ親しむの後のクループ分けをしての話し合い、普段聴き慣れない事

が聞けたことはとてもよかったです。 

 

Ｓ：お疲れ様です。今回は大勢で楽しめた交流会だと思いました。 

ゲームではお菓子を頂き感謝、ありがとうございました。 

  

ＫＭ：今日はＳＢさんの吃音研究協力、吃音改善研究会、交流会と、もりだくさんで有意義

でした。吃音研究協力は慣れない雰囲気の中で言葉を出していたので、始めのうちは

緊張しましたが徐々に慣れていきました。 

また協力できることがあればしていきたいです。 
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Ｆ：吃音改善研究会で電話練習をしました。歯医者に時間変更の電話をした時、開口一番吃

音が出て「もしもし、もしもし」と相手が言ってしまい、再現して練習を行いました。

本物の電話がありとても良かったです。練習を積み重ねていきたいです。 

   朗読は皆さんを聞いていて、ゆっくり読んだり話した方が印象が良いので心がけたい

と思いました。朗読、50 分間の予定で考えていたら、半分の 25 分間で終わってしま

いました。急きょ、食レポでお菓子が足りない場合、変わりに考えていた雑談力を高

めようをしました。 

食レポをテレビ番組を見て考えましたが、美味しいという感想が多くて自分も買って

食べてみようと思いました。 

 

ＦＫ：吃音改善研究会では、４月の新しい職場での挨拶の練習が出来て良かったです。 

緊張すると口呼吸で息苦しくなるので、腹式呼吸法でリラックス出来るように練習し

ます。 

Ｓさんが歌って下さった歌がとても良かったです。花粉症にはつぼみの食べ物（ブロ

ッコリー、菜の花、ふきのとう）が改善効果があるとお聞きしたので、積極的に食べ

るようにします。 

「Ｋ桜の話」の朗読をしました。最初は自分の読みやすいペース、声の大きさで、次は

ゆっくり大きな声で順番に読んでいきました。とても良いお話で、ゆっくり気持ちを

込めて読もうと思っていても、いざ自分の番だと大きな声もあまり出なく、気持ちが

焦ってしまうのと、文章の先を見てしまっていて自分の読み始めの場所が分からなく

なったりしたので、もっと余裕をもって朗読が出来るようになりたいです。朗読では、

文章を読む練習をして上手になりたいと思いました。 

「食レポ」用のお菓子をＦさんが用意して下さり、懐かしい駄菓子を見るのも、食べ

るのも楽しかったです。皆さんの食レポを聞いているのも楽しかったです。また「食

レポ」がしたいです。ありがとうございました。 

 

ＳＢ：今日はありがとうございました。交流会は「朗読に慣れ親しむ」のとおり、以前よ 

りも冷静に読めていたような気がします。 

最近は普段の会話でも吃音が出やすかったのですが、思ったほど引っかからずに読め

ました。引っかかりそうな予感がしても、読んでみるとスムーズに言えた箇所があり

ました。十数年前に今の職場に入職する際、入職式で作文を読まされました。言いや

すい文になるように書いたせいもありますが、不安はあったもののどもりませんでし

た。そのときの感覚に似ていたように思います。 

食レポは面白い企画でした。普段も「〇〇がおいしかったよ」と人に伝える機会があ

ると思うので、より魅力的に伝えられるようになりたいです。 

  ９ 



古川：ＳＢさんの吃音研究協力、１３時１０分からしました。ＳＢさんの進め方がリラック

スできる雰囲気をたくさん作って頂いたのに、私は少し緊張してしまったことに申し

訳なく思っています。交流会の朗読に慣れ親しむ、子供頃から朗読は苦手で避ける感じ

でしたが、本日の資料は親を大切にする内容がわかりやすく表現されており、読みやすか

ったのが良かったです。また、皆さんの朗読を聞かせて頂くことで音程の強弱なども参考

にさせて頂きました。食レポ、皆さんの笑顔が素晴らしくまた、感想やスピーチがユ

ーモアを取り入れたものが多く、楽しい時間を過ごす事ができました。このような楽

しい企画をして頂いたＦさんに感謝をしたいです。 

   本日も県外からＫＤさん、ＦＫさん、Ｓさん遠方からの参加ありがとうございます。

また、県内から参加してくださった皆さんお忙しい中に時間を作っての参加にして頂

き、交流会を盛り上げてくださったことに感謝します。 

   ４月１１日(土)・１２日(日)とＹ言友会主催の関東ブロック大会が開催されます。参

加できる方は貴重な時間を有効に使い、学習されてください。古川は勤務先の行事に

より参加できませんが、よろしくお願いします。 
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４月の栃木吃音改善研究会は 13時 10分より開催です。 

今月の交流会は第１２回 栃木言友会総会で、担当は古川 

 

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

以内に頂けるよう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：Ｋ、（敬称略 納入順）          

5月 24日(第 4日曜日・201会議室)  ６月 28日(第 4日曜日・401会議室) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回交流会のお知らせ  

日時・開催場所：4月 19日（日） とちぎ福祉プラザ 1階 和室 

              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 栃木言友会総会 

〒320-8508 宇都宮市若草 1－10－6  TEL028-621-2940 

    1階の案内には栃木言友会交流会になっています  

交流会内容：近況報告 「今年、新たに取り組みたいことは」 

交流会：「第 12回 栃木言友会総会」 担当：古川 

エンカウンターゲーム：「当日発表」   担当：古川 

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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