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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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Ｍ新聞の記事を読んで 

Ｆ Ｔ 

 

 Ｍ新聞に、栃木言友会会員 5人の方の吃音の体験談が 5回連載され、読ませていただきま

した。皆さんの体験談から学ぶ事があり、とても良い記事だったと思いました。 

 

この記事を書いたのはＭ新聞 記者のＮＭさんです。10月の第 8回 吃音を考えるつどい

にも取材に来られました。その時は開会の直前に来られたので、他の会員の方は取材が来た

事を知らない方もいると思います。後日、つどいの様子を記事にしてくださり、私は記事を

読んでこのような言語症状があるということを世間の人に知ってもらえて、吃音が理解され

て、生きにくさを感じている吃音者にとってまた前進したと感じました。 

私も時々、啓発活動をしています。近所に行きつけのラーメン店があるのですが、奥さん

は気さくで尊敬できる方で、たまたま吃音の話になり、「吃音とは流暢性に問題のある障害

です」と話した所、興味をもって聞いてくだって、ありがたかったです。 

 

栃木言友会は様々な新聞社から支援を受けています。Ｙ新聞には毎月の交流会の案内を掲

載していただき、Ｓ新聞には 3年前、私の体験談を連載で載せていただきました。 

多くの人の目に触れる、影響力のある新聞に「吃音」と「言友会」が載る事で障害を知

ってもらい、陰口とか偏見はかなり減り、吃音者は気持ちよく生活が出来ると思います。 

 

私は今までこの異常な話し方の物まねをされる事が多く、今のアルバイト先でも物まね

あり、それを見た時絶句する思いでした。 

障害、病気でなくても周囲が不快になるような物まねはしないようにしたいです。 

 1月の栃木言友会事務局の家で行った食育にＭ新聞社のＮさんは取材に来られ、冒頭の 30

分間を参加されました。その時に吃音のある人の生活を伝えたいと真摯に話しておられて、

強く印象に残っています。 

もう読んだ方もいるかもしれませんが、長田さんは 4月 18日(土)のＭ新聞に「イチゴいち

え」というタイトルでも、栃木言友会を取材した感想を書いてくださいました。吃音と栃木

言友会に対して良い印象をもってくださって、コラムに感動をしました。 

後日、Ｎさんのコラムを会報に掲載をさせていただきます。 
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日時：平成 27年 4月 19日(日) 

場所：とちぎ福祉プラザ 1階 和室 

栃木吃音改善研究会担当：Ｔ 13：10～14：00 

栃木言友会総会・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 

 

栃木吃音改善研究会 

 出席者：Ｓ、ＮＫ、Ｆ、Ｎ、Ｔ                     報告：ＴＭ  

○ よこはま関東ブロック大会 吃音改善トレーニング分科会の紹介 

 吃音者はどうしても話すことが少なくなってしまうので、何らかの話す量を増やした

方が良いのでは？その為に、特技、趣味で、英会話、詩吟等を。 

○ トレーニング  オープンにする  トライ   考えない 

 吃音者は → 再生のトレーニングが必要 

○ 共通練習 

  自己紹介 （４種類）  １分間スピーチ 

○ 個別練習 

挨拶、スピーチ、朗読、その他  

 

参加者：ＮＫ、Ｓ、ＴＤ、Ｔ、ＳＮ、ＳＺ、ＫＤ、Ｍ（初参加）、Ｎ、Ｋ 

Ｆ 古川                  計 12名（敬称略） 

１．近況報告 3分間スピーチ（今年度、新たに取り組みたいことは） 

Ｔ：私の職場は４月になり新年度を迎え、転出入の時期でもあります。 

３０年くらい前、Ｕ市の職場で一緒に仕事をした仲間が転入してきました。 

当時の私はＭ市からＵ市へ初めての異動であり、プライベートでも落ち込んでいた時

期でした。そんな状況を仕事とスポーツ（ゴルフと水泳）に打ち込んだおかげで何と

かなりました。その当時の仲間とまた仕事をします。 

Ｍ関東ブロック大会へ行ってきました。交通の便利なところで、久しぶりに泊り、中

華街でおいしい夕食をとり、各地言友会の仲間と語らってきました。Ｙ言友会の皆さ

んのご努力を感じました。私の担当させて頂いた分科会（Ｍ療法と吃音）の準備が、

２人の子供の入学式と重なった為不足しましたが、以前栃木でやらせて頂いたのを土

台にしたお蔭で、何とかできました。受講された中にはＴ大卒の元Ｔ職員やＢの石油

関係の人もいらっしゃった事を後で知りました。 
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今年新たに取り組みたいことは、子供たちが保育園の時は、ＰＴＡ活動に少し顔を出

しましたが、今年次男が中学に入学しましたので、少し前向きにやろうかなと思いま

す。先日の授業参観とクラス懇談会に行ってきました。お母さんが圧倒的に多くお父

さんは２人でした。自己紹介もありました。何とか及第点かなと思いました。 

 

ＮＫ：Ｎ町から来ました。県北の遠い所から来ました。年齢は 68才です。 

8月で 69才になります。 

数え年で古希で、早いものです。どもり始めて何十年です。 

言友会に入って 12年ですが、始めの頃は心臓がバクバクして、顔が赤くなり汗が出て、

緊張しながら話していました。ところが、今から３～4 年前、皆さんの顔を見ながら

話せるようになりました。年のせいもあるかと思います。 

人生これからも長くないかもしれませんが、亡くなるまで頑張りたいと思います。 

今年の取り込みたい事は、Ｈ産の仕事はしないつもりでＴの免許は更新しないつもり

でしたが、友人が事務所を作るので更新をしてほしいという事で 5月に講習がありま

す。免許を更新したら、つつましく週に 1日でも仕事をしたいと思います。今は仕事

が多くて、ホテルのナイトフロント、太陽光発電の管理、医療Ｓの運転手、酪農と 1

日が短く困っています。 

 

ＳＺ：Ｉ県Ｋ市から来ました。 

ＰＰという小学生(女の子)向けのアニメがありまして、メインキャストと OP曲を歌っ

ている『☆』(Ａ)という声優アイドルユニットがいまして、高まる曲が多いので最近

ハマっています。 

その☆が先週にアルバムを発売しまして、昨日からライブツアーが始まっています。

そのチケットは持っていなかったのですが友人が余っているとの事でしたので、昨日

はＯに行っていました。 

いつも行っているＭＮさんのライブとは一味違っていて声のコールがやたら多く、指

定席ではなくオールスタンディングなので前にいるとかなりぶつかり合いますが、楽

しかったです。 

そんな熱いライブが昼と夜の２公演で、現在ヘトヘトですが今回もよろしくお願いし

ます。副題ですが、身体がナマっていますので鍛えたいなと考えています。 

 

ＫＤ：Ｆ県Ｋ市から来ました。 

今、悩んでいる事があって、会社で班長が何年かに１回周ってきますが、今回自分に

なりました。班会議があり、要望や提案を聞いて総会で話します。昔は班長が話していま

したが、今は紙に書いて自分が話さなくてもそれを読んでもらえるので話さなくても良い

 ４ 



かと思い、何とかなると思っていました。自分が班長なので終わるまで気が重いです。ど

もることもあり、意識的にそのような役は避けていました。 

順番なのでやらなければならないです。前は２人、班長がいたので、話す事はもう１人に

お願いできましたが、今は１人なのでやらなければなりません。 

タクシー会社に入って２３年ですが、言える方には実は私は吃音ですと言える事もあ

り、初対面の頃から考えると気は楽です。私は話す事が苦手ですと言っても恥ずかし

くない気もしますし、年齢的なものもあるかもしれません。でもどもるということが

あり、言葉が出なかったり、話が途切れたらと思うと気が重いです。 

先月、Ｓさんと話した耳の症状で自分は年に２回耳鼻科に行っています。子供の頃に中耳

炎をしていて、左耳が悪いです。耳掃除をすると、聞こえも良いです。 

新たに取り組みたい事は、自分の周囲の方とうまく仲良くやっていけたらと思っています。 

 

Ｓ：Ｏ市から来ました。 

Ｍ新聞の記事が掲載された日がたまたま職場の朝礼の日でした。たまたま記事を目

にした職場の院長が、朝礼のスピーチで記事のこと話題にしたそうです。 

そして、たまたま私はその日に休みを取っていたのですが、次の日仕事に行くとみ

んな記事のことを知っていて驚きました。吃音を職員全員に開示する心構えはでき

ていなかったのでしばらく憂鬱でした。「いい記事だったよ」と言ってもらってもた

だただ気恥ずかしいばかりです。でも吃音を記事にしてくださったＭ新聞のＮさん

には感謝しております。 

今年度取り組みたいことですが、今まで職場でのコミュニケーションは必要最低限だ

ったので、新入職員はもちろん、それ以外の職員とももう少し言葉を交わそうと思い

ます。ただ、頑張りすぎて燃え尽きるのは一番いけないので、ほどほどに頑張ります。 

 

Ｍ：ＮＳ市から来ました。23才です。4月から地元の市役所で働いています。 

今日参加した理由は、吃音をインターネットで調べていて、言友会を知って伺いまし

た。Ｓ所の仕事はＳと話したり、電話がひじょうに多くかかってきて大変です。何か

得られるものがあればと思って参加しました。 

 

ＴＤ：Ｓ県Ｋ町から来ました。 

   私自身、糖尿病であり、調理師免許をもっておりますので自分で作り、バランス良く

食べていますが良くなりません。 

   今年は歩く事を心がけようと思います。 
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Ｎ：Ｋ町から来ました。 

今年度新たに取り組みたい事は、言友会の交流会に積極的に参加する事です。悩みを

共有できる言友会の諸先輩方のアドバイスや話を聞く事で、自分の気持ちを楽にする

ことができるからです。 

職場では吃音の悩みを考え込んでしまい、孤立する雰囲気になる事もあります。 

職場の電話をとれずに不自由することもあり、上司の名前が出ずに、Ｍ詞のすみませ

んしか言えませんでした。吃音の症状や悩みには個人差があると思いますが、交流会

で、人前に立つ練習をして不安をなくして、緊張せずに楽に話せたらと思っています。 

 

ＳＮ：Ｏ市から来ました。 

おかげ様で 3月 31日をもって定年退職ができました。 

しかし、退職金がもらえるのは 2か月後なので、郵貯で自分カードというクレジット

カードを作って借金をしようかと思いましたが、無職で年金ももらえない人はカード

を作れないということなので、生命保険を解約してお金を作ろうかと思いましたが、

主人から 50 万円を借りることができたので、解約をしなくても済みました。それで

資金もできたので、「関東ブロック大会 inＹ」にも行けました。 

ＴさんのＭ療法と吃音の分科会にも参加でき、ＫＧ先生ともお話ができＩ言友会の女

性とも知り合えて、良かったです。 

今年は来年 4月から開設する、ＯＹて相談塾となる実家の荷物の片付けをすることと、

旅行に行く事が取り組みたい事です。 

 

Ｆ：Ｔ市から来ました。 

言友会は入会して 11年です。Ｇ言友会で 1年半活動をして、栃木言友会は 10年、在

籍しています。 

アルバイトをしていますが、終礼の時に挨拶を先導してする事があります。吃音が出

る事が多くて、口が開いたまま止まったり順番が近づいてくるのが辛いですが、自分

で新しい作業方法を多く見つけたり、同僚の信頼を得ていくことが大事だと思います。

取り組みたい事は、運動と生活習慣の改善です。健康診断で再検査項目が２つあり、

Ａコレステロール値が基準値を超えて内科で再検査です。 

糖分の取り過ぎと運動不足が原因かもしれません。今はホットウーロン茶を 1 日 2

杯飲んだり、オレンジなどを食べるようにしています。それと週に 2回歩いています。 

歩く事に慣れると、疲れにくく体の動きも良いような気がします。 
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ＫＭ：先月は残業を○○時間以上やりました。入社以来こんなにするのは初めてでした。毎

日朝 8時から夜 10過ぎまで働いていました。働いているか寝ているか食べているかそ

れだけの生活でした。4月 1週目くらいまでは 3月の残務があり忙しかったのですが、

ここ一週間位は少し落ち着いてきました。 

毎日遅く帰っていたので早く帰って何をすればいいのか分からず、ただ部屋でまどろ

んでしまいます。今年新たに取り組みたいことは自炊をしたり運動したり、健康的な

事をしていきたいです。 

 

古川：先日、バスツアーに行ってきました。ＴＫ企画です。 

コースはＧ県のＴ製糸場、Ｔ観音、Ｎ県のＫアウトレットです。 

あいにくの雨でしたがＴ製糸場では案内のガイドさんの説明を聞き、レンガ壁が出来

た時の状況や貴重な機械などをＭ村に寄贈してしまったことのお話が印象に残ってい

ます。製糸場に着いた時は雨が上がっていましたが、妻と私は折畳み傘を持参しての

見学が良かったのか、途中から雨が降り出し傘が大いに役に立ちました。ご一緒して

いたご夫婦が傘を持っていなかったので、お貸ししたらとても喜んでくださいました。

Ｋでは外気温が４月でも 1℃ととても寒く、長い時間フードコートに避難していた感

じです。 

Ｔ観音では雨も上がり、桜がとても綺麗に咲いておりよかったです。 

バスの中では３人のご婦人のグループからお菓子を頂き、ツアーが終わりバスを下り

る時は傘をお貸ししたご夫婦からお土産を頂くなど気持ちの良いバスの旅でした。 

勤務先で急ぎ上司に連絡事項があり、事務所に行きました。席をはずしており社内

携帯で連絡する羽目になったのですが、皆さんがいる場から少しはなれて電話連絡が

出来、事なきを得ました。 

本年度新たに取り組みたいことは、テレビ番組 00放送のＹＲさんの「ＳＨ記」の

ように美味しい日本酒と刺身を食べ歩きたいです。 
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Ｓ：今日も朝 10時から研究の時間を取って頂きました。ご協力くださった皆さん、どうもあ

りがとうございます。 

今回は人数も多かったせいか、それぞれの近況報告のときにたくさんコメントがあっ

て、とてもいい雰囲気だと感じました。私は人前で質問したり、会話に入ることへの

苦手意識があるのですが、少しずつ克服していきたいです。総会で１年間の活動を振

り返って、あらためて栃木言友会の活動のすごさを実感しました。微力ながら私も何

かお手伝いしていけたらと思います。これからもよろしくお願いいたします。 

 

ＴＤ：総会という事で参加をしました。 

私は朝食はパンを食べていますが、御飯の良い所を考える、言友会の人は自分の事が

せいいっぱいで、相手の立場に立って考えられない人が多いので、たいへん良い問題

であったと思います。 

ひさしぶりにとちぎ福祉プラザに来たので、どこから車で入ったら良いのかわからず

遅れてしまいました。参加をして楽しいひとときを送れました。 

 

ＫＭ：皆さんやはりパンより御飯が多く、日本なので御飯なのだろうなと思いました。 

総会ということもあり多くの方の顔が見れて良かったです。 

今年も副会長をさせていただくことになりましたので、今まで以上に積極的に栃木言

友会の活動に参加していきたいです。 

 

古川：第１２回 栃木言友会総会の参加、お疲れ様でした。昨年の活動報告や決算報告、新

年度の活動方針も承認してくださりありがとうございます。今年は大きな行事はあり

ませんが、吃音改善研究会の講座などを取り入れていきたいです。 

今年の吃音ワークショップが 10月、Ｉ県で開催です。１１月に以前企画していた栃木

言友会恒例の少しはやめの忘年会を開催できるか検討してみたいです。 

エンカウンターゲームの朝御飯にはパンとご飯どちらが良いかの意見交換、その後

パン派の方はご飯の良いところ、またご飯派はパンの良い所を出し合って意見を出し

てまとめ、報告し合うなど企画をして下さったＦさんに感謝をしたいです。 

    本日もお忙しい中、県内の会員さんにもたくさん参加してくださったことや、Ｓ県

のＴＤさん、Ｆ県のＫＤさん、Ｉ県のＳＺさんいつも遠方からの参加に感謝します。

本年度も皆さんのお力とご支援、さらにご協力を頂きながら栃木言友会交流会を盛り

上げていきましょう。本日総会を承認して頂きましたので、４月 22日(水)に栃木ＫＢ

会の事務局を訪問して、助成金の申請をしてきます。 
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ＳＮ：総会に参加でき、過半数以上の賛成でいろいろなことが決められて、よかったです。

ディベート大会ではパングループになったのに、御飯の良い所を話し合うということ

で、意外でしたが、そういうディベートもあることもわかってよかったです。 

 

Ｍ：今日初めて参加させていただいて、いろいろと勉強になりました。 

 

ＳＺ：今回は総会という事で 2014 年活動報告の参加者数を見ると、なんだかんだで毎回 10

名前後の方が参加しているのはすごいなと思いました。ありがとうございました。 

 

Ｆ：Ｓさんの吃音研究協力、吃音改善研究会、総会と参加をしました。 

会計報告をして、言い間違いや言い忘れがあった事に後で気づき、練習をしてくれば

良かったと思います。ディベート大会は、タイトルは「朝食に食べるならばパンと御

飯どちらが良いか」で小学生が話し合う内容で、易しい内容と思って決めました。 

 

ＮＫ：今日一番良かったことは、Ｔさんから「Ｋと生きる」というノンフィクションライタ

ーのＫＴさんの資料を頂いた事です。 

 

Ｔ：今月も１２人参加と活気があって良かったと思います。 

総会の資料作り、毎年お任せしてしまいますがお疲れ様です。 

私事ではここしばらく忙しくなりますが、心身の健康に気をつけたいと思います。そ

して栃木言友会の皆さんと、充実できればと思います。 

今年度もよろしくお願いします。 

 

ＫＤ：交流会は大体１０人～１２人ですが、Ｍどおるを１２個買ってきて、ぴったり配られ

て良かったです。先ほども話しましたが、会社の班長が重荷な所がありましたが、交

流会に参加して皆さんの姿を見て新たに頑張ろうかと思います。 

 

Ｎ：今日もたいへん有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。また、自分と

吃音は切っても切れない関係だと思うので、今後も自分とどうつきあっていくか課題

にしながら、言友会で多くの知識や技術を学んでいきたいと思います。 

また次回の開催も参加できるようにしたいと思います。 

 

 

 

 

 ９ 



 

 

 

 

 

 

 

 

５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古川です。 

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：Ａ、ＳＮ、Ｓ、Ｋ、Ｎ、古川 

  購読会員：ＫＧ、Ｇ、ＫＭ、ＳＤ、Ｔ（27年度）ＡＹ（26年度）（敬称略 納入順）          

6月 28日(第 4日曜日・201会議室)     7月 26日(第 4日曜日・403会議室) 

 

。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回交流会のお知らせ  

日時・開催場所：5月 24日（日） とちぎ福祉プラザ 2階 201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 30分 栃木言友会交流会 

〒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 「スポーツウエアで好みのメーカーは」 

交流会：「吃音問題悩み克服と緊急避難法は」 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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