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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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座右の銘、音楽 

Ｔ Ｔ  

皆さん、座右の銘はありますか？ 

先日子供の高校の入学式に行きましたら、講堂に掛かっていた座右の銘に「突破

力」とありました。この高校は創立１００年をこえる男子校で、県立高校であり

ながらスポーツが盛んで、サッカーは県内でトップクラスの文武両道の学校です。 

そんな校風から、このような文言になるのかと思いました。 

ウチの子供は卓球に夢中で、文武両道ならぬ武文両道といった比重が少し違うと

ころがあります。 

私の高校時代はというと、歴史の浅い高校でしたので野球はマアマアの成績で

したが、座右の銘的な文言は思い浮かびません。それより私的に吃音を何とかし

たいため発声練習に、格言などを暗唱したものです。 

千里の道も一歩より。成せば成る、成らぬは人の成さぬなりけり。人の一生は

重き荷を背負うて遠き道を行くがごとし。ローマは一日にして成らず等々

です。 

しかし何度か紹介させて頂いていますが、ある時期から M 療法の私の心情に

合った言葉が心に残ります。あるがまま（受動的側面、能動的側面）、事実唯真

（じじつゆいしん）目的本位、両面観、運動の法則、などが私の座右の銘のよう

になっています。今の自分の全体像がこの言葉によって表わせるのかなと思いま

す。 

 

座右の音楽（よく聞く音楽） 

月曜日の朝など、心身が何となくだるい時があるかと思います。そんな時どう

していますか？ 

私は職場までの通勤時間が３０分位なので、車の中で音楽を聴きます。CD に

自分の好きな曲を編集した中身です。よく聴くのが E の E や、Ｕ、ＳのＳに一

つだけの花、Ｐ、Ｙなどを聞きやる気モードにします。 

 

 

 

日時：平成 27年 5月 24日(日) 
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場所：とちぎ福祉プラザ 2階 201会議室 

栃木吃音改善研究会担当：Ｔ 13：10～14：00 

交流会担当・進行：古川 14：10～15：50 

エンカウンターゲーム担当：古川 15：50～16：30 

 

参加者：Ｓ、Ｆ、Ｅ、ＦＫ、古川、Ｋ、Ｔ  計 7名（敬称略） 

１．近況報告３分間スピーチ（好きなスポーツウエアのメーカーは？） 

Ｓ：先週、Ｆ県で開かれた日本ＫＳ学会に参加しました。音声 学(発話や音声の仕組み)か

ら吃音の原因を考える、という分科会を聴くのが目的でした。最新の研究成果を聞

くことができて有意義でした。 

古川さんとも会場でお会いでき、色々お話できてよかったです。 

Ⅰ空港からＦまで、格安航空会社の便が出ており、金銭的にも助かりました。ただ

時間に余裕がなく、Ｆのおいしいものを食べられなかったのが残念でした。 

好きなスポーツウエアですが、高校生の頃、学校指定の体操着がＤ社のものでした。

汗をよく吸い、すぐに乾くので、快適でした。卒業してからも作業着として活躍し

てくれて、ぼろぼろになるまで着ていました。 

 

Ｆ：飼い猫の左目にしみが出来て、それが広がってしまったので動物病院の眼科センターへ

行きました。眼底、眼圧など５つ位目の検査をしました。 

検査後、動物看護士さんが猫にも「お疲れ様」など声かけをしていました。猫はあ

まり鳴かずにいて、検査と検査の間も落ち着いた顔をしていました。安心できる病

院の雰囲気だったのではと思います。 

アルバイトでは、朝出勤してすぐ皆が通る廊下で、怒鳴るような叱責をされました。 

人前でそのような事をされた事がないので、寝込みましたが、次の日には元気にな

りました。 

スポーツウエアですが、ＳＳ（Ｍ）というのがありますが、丈夫でデザインも飽き

がこなく、長く（１０年位）着ていました。あとスポーツシューズになってしまい

ますが、ＭとＡをアルバイトで履いています。 

４，５時間歩き続けても足の疲労は軽いです。 

 

Ｅ ：５月のゴールデンウィークは、遠くへは出かけず親とゴルフ練習場へ行っていました。

スポーツウエアはＡＤが好きです。 

 

 

ＦＫ：４月によこはま言友会の関東ブロック大会２つの分科会に参加しました。 
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「Ｒ療法と吃音」では良い考え方に変える方法を学びました。心の中の会話で「この考

え方だと良くないから変えてみよう」と自分でポジティブ思考にコントロールすれば、

結果は同じ事でも全く違う気持ちになる。思い込みにとらわれすぎたり、自分を幸せ

にしない考え方、損をする考え方をやめて、吃音である事を受け入れ論理的に柔軟な

考えを持つ事など、参加者のお話も聞けて良かったです。 

Ｔさんが担当して下さった「Ｍ療法と吃音」では今まで楽しかった事、吃音を持ちな

がらできた事、努力した事、自慢できる事などを発表していきました。皆さんの沢山

のお話が聞けて良かったです。「吃音でなかったら何をしたかったですか」の問いに、

隣の席の若い方が「吃音でなくても特に変わらない、意識しないでいた。」と話して

いたので驚きで話しかけました。「両親もこんな感じですから。」と明るく話してく

れたのがとても印象に残っています。 

スポーツウエアの好みのメーカーは、普段あまり着ないのですが、靴やバッグなどＡ

Ｄのマーク、デザインが気に入っています。 

 

古川：5 月１６日(土)・１７日(日)、Ｆ県へ行き、第４１回 日本ＫＳ学会に参加してきま

した。Ｆ教育大学のＫＭ先生が大会長です。 

大学で研究されている方や学生の発表、実際に医療機関で勤務されている方の報告

などありました。医療機関で勤務されている方のお話では、家族の意向や医療機関の

スタッフの判断で機器などを揃える前に、当事者がどのような支援を求めているのか

を調査してから、環境を整えるのが好ましいなどの報告はとても興味がありました。

プログラムがたくさんあって、すべての内容が充実していましたが、時間的に厳しい

のか１人の方の報告時間が短く、急ぎ足だったのが少し残念でした。 

5 月４日、Ｄ会コンサートをＴメインＤ（ＳＳスビル）で見てきました。コンサー

ト会場と違い、広いバーの様な所でＡＳさん、ＧのＯＭさん、ＴＹさん、Ｒなど歌や

お話を目の前で聴けたことはとても迫力があったのですが、観客席が狭かったのが残

念でした。次回はゆったりしたディナーショーに行ってみたいです。 

好きなスポーツウエアのメーカーは素材で選ぶとＭです。ファッション感覚で見る

とＡＤが好きなので両方持っています。シューズはラインがカッコいいＡが好きです。 

 

Ｋ：夏からＴに転勤することになりました。数年前にＳ県からＴ県に来てしばらく 

転勤はないのかなと思っていたのでがっかりです。Ｔに来て、仕事が製造から営業に変

わって、かなり厳しい状況だったのですが、なんとかやってこられたのは栃木言友会の

みなさんにいろいろ相談させてもらったり、話を聞いてもらったりしたからなのかなと

思っています。 

ＴからＵ市まではさすがに遠く、栃木言友会に参加する回数も減ってしまいそうですが、  ４ 



栃木言友会との関わりはこれからも持ち続けていこうかと思っています。 

Ｔでの生活は初めてで、ネクタイを締め満員電車に揺られ通勤することになると思うと

憂鬱です。好きなスポーツメーカーですがゴルフウェアや TシャツはＲというメーカー

をよく使っています。 

靴はＮＢが好きです。幅が広く私の足の形に合っていて履きやすいです。 

 

Ｔ：今月もいろいろありました。 

妻が実家に用事が出来２週間留守になり、男３人で過ごしましたが今の子供は手伝い

などしないので、私が食器洗い、洗濯をし、せめて自分の食べるおかずは各自で作る

ようにしました。 

妻が家に帰ってきて、１週間後に車を当て逃げされました。センターライン、歩道も

ある優先道路を走行していて、細い道から出てきた車が一時停止の所で止まらず出て

きたため、妻の助手席の後ろの箇所をぶっつけられ、その反動で妻の車は道路脇の田

んぼにダイブしてしまいました。加害者は一度降りたものの、救護せず逃げていきま

した。妻が相手の車の色、ナンバーを覚えていたり、目撃者の情報から数日後には加

害者は見つかりました。もし皆さんもこんな出来事がありましたら、相手の車の特徴

を覚えておいてください。 

Ｓ新聞で数か月前に紹介された、５０代に脳の病気で身体、言語障害になられ引きこ

もりになった方の話がありました。老人ホームや幼稚園などに紙芝居や民話語り腹話

術などを続けていくと前向きになられた。とありましたが、お住まいが隣町の市貝町

でしたので、社協経由で連絡先を聞き、お会いすることが出来ました。 

吃音の話をすると、真剣に聞いて頂けました。私も時間があれば、各所に行く行事に

参加させて頂ければと思いました。 

格安スマホを手に入れました。 

我が家でスマホを持っていないのは私だけなので、いろいろ検討はしていました。職

場でその方面に詳しい人と、次男も詳しいので聞くと、毎月の支払いが高いスマホで

なく、格安ですと半分以下の支払いで済みそうです。これから使い方を覚えなくては

なりません。 

スポーツウエアで好みのメーカーは、持っているのはＭとＮですがＭの 

方を多く使います。シューズはＮＢとＭを履きます。 

 

 

 

 

２．吃音の悩みの克服と緊急避難法           担当：古川 

  ５ 



吃音の悩み克服と緊急避難法について、古川が吃音体験談を話し、それに対して質問を受

け付けたり、自分の考えや各々の体験談を話す方法で進めました。 

 

古川：就職してすぐの事ですが、１９歳の頃、ＴのＴＧ学院に入学した事があります。内容

は息の吸い方と話し方では「ふるかわの場合、ふ・る・かわ」と最初の３文字を区切

って話すものです。教室では出来た記憶がありますが、１週間ほどの指導が終わり、

実社会では使えなかったと思います。 

 

その後、Ｈ研究所に 30代初めの頃と 10年後に再度入学しました。ふるかわの場合「ふ

ーるーかーわ」最初の 3文字を伸ばす指導です。初めに入学した頃には本を書かれた

ＨＴ先生がご健在で、ご自分の体験談を交えながらの学習でした。 

何とか吃音を治したいという気持ちもあり、教室が終わってからも吃音は無くなった

様に感じていましたが、しばらくしてどもるようになってしまいました。そして 10

年後、Ｈ研究所に再入学した時にＴ言友会のＧＦさんとお会いしたのです。 

 

何回かお話をさせて頂いた後、言友会活動を勧められ、言友会の「吃音者宣言」でど

もっても良い、治す事よりも吃音を持ちながらたくましく生きていこうの内容に救わ

れた事を今でも覚えています。同時期にＧさんの情報から、ＨＴ先生のＨカウンセリ

ング教室に参加することにしたのです。 

話す時どもる事は無駄な動き、どもった時の症状を自覚することで無駄な動きを体が

持っている自然治癒力で無くしていきましょうという内容です。 

教室は月 1回の 90分の学習で、テキストを読まされます。当時、ＨＴ先生は現役のＫ

官です。目の鋭さに体がおびえるように堅くなり、わずか 3 行の文を読むにも数分の

時間がかかったように思います。 

 

先生は教室の雰囲気を一番どもる状態の雰囲気にする。そして、どもった時の症状を

しっかり自覚してほしい、テキストを読んだあとはテキスト書かれている内容を参加

者で何を感じたか話していく進め方でした。教室に参加して 2年くらいは何をしてい

るのかわかりませんでした…。 

しかし、その 2 年過ぎた頃から急に体の力が向け、今まで教室に参加する時は体全体

に冷や汗を出るほど緊張していたのが無くなったようでした。それまでは先生のお話

をすべて聞き漏らすことのないよう、先生の近くに座っていた場所を他の参加者に譲

るようにしました。私の吃音よりも、もっと吃音で困っている方に何か支援が出来な

いかと考えるようになってきたのです。 
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この時期から話す時のどもる症状が少しずつ少なくなってきたと思います。先生は

いつも教室で皆さんの変容を支援しています、と話されていました。自分の吃音だけ

を治すことだけを考える人間から、皆さんと一緒に治していきましょうと感じるよう

にするのが私の役目ですといつも話されていました。 

ＧＦさんが昨年、栃木言友会に来てくださって吃音の体験談を話してくださいました。

その時、私の事も少し話題に出してくださり、元ちゃんが吃音を軽減したのは人間的に成

長したからと言って下さいました。その時は、Ｇさんが話してくださったように成長など

していないと思っていたのですが、今考えると少し成長したのかもしれません。 

吃音を治すことだけを考えていた人間から、皆さんに何を支援できるかを考える

ようになった事は人間的に成長する事で結果的には吃音症状を軽減できたのかもしれ

ません。私もＨ先生の教室にお世話になり吃音を軽減できたと思いますが、どの様に

して吃音症状を軽減出来たのかは、具体的にお話が出来ないのが現状です。抽象的で

申し訳ありませんが、これが私の吃音問題克服の取り組みだと思っています。 

 

   緊急避難法は疑似吃音です。以前、Ｈさんから教わった内容がこのＧ吃音が私にあっ

ていると思います。言葉が出づらい時にわざとどもる事で話しやすくなるところがあ

ります。 

 

Ｆ：電話をしなければ…が課題で、電話をしよう！が意欲という話ですが、私は課題が意欲

に変わってきていると思います。 

５月中旬伯父が亡くなり、告別式に行きたかったのですが、行けず弔電を送り、伯母

（喪主）にお悔やみを伝えたいと思い電話をしました。 

   前の私は電話が出来ず非礼だったと思います。伯母に、電話で伯父との思い出話や亡

くなって寂しいと伝えました。吃音が出て話が止まり、伯母が話し出すという事もあ

りました。 

   Ｇ言友会の先輩のことばで話始めどもらなければ途中どもってもそれほど落ち込みは

ないとの話が印象的で、電話の場合そうだと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：古川会長による吃音問題の解決法をお聞きしました。   ７ 



印象に残っているのは、Ｈ先生の言われる課題は体に無理な動きが出て吃音が出てし

まうが、意欲だと改善できる。と言われましたが、課題と思うことも一歩踏み込んで

考えてみると、自分を向上させるための意欲に繋がるので、それは意欲と呼んでよい

とわかりました。 

 

ＦＫ：栃木言友会に初めて来た時の自己紹介で吃音の他に赤面症やパニックになってしまう

所が気になると話した事を思い出しました。話している時「顔が赤いよ！」と指摘さ

れたのがきっかけだったと思います。発表など緊張する場面で意識してしまいました

が今まですっかり忘れていました。不安、緊張は以前に比べ和らいでいます。 

 

Ｓ：随意吃(わざとどもる)を使いますか？という質問に対して私も随意吃を使うことがあり

ます。患者さんのリハビリで言葉の検査をする際に、決まった文句を言わなければい

けないことがあります。 

わざとはじめの音を繰り返すと言いやすい時があり、ブロックで何も言えないよりは

いいと割り切り、必要な場面では使うようにしています。 

例えば、「庭に大きな木があります」と言おうとした時、どもってはいけないと思い

すぎて、「庭」の「に」が言いたいのに、ブロック(難発)がおこり、声が出てこないこ

とがあります。これでは患者さんの検査ができません。 

でも、わざと「に、庭に」とどもると、ブロックが出ずに言えることが多くなりまし

た。１、２回程度の「に」の繰り返しなら、相手に変に思われることは少ないと思い

ます。ただし必ずしも万能でなく、「に、に、に、･･･」とひたすら連発してしまうと

きもあります。 

 

Ｋ；色々取り組まれていると思いました。Ｈカウンセリング教室を学習される中で吃音を隠

さないということは難しくないですか？ 

それが出来れば苦労をしないと思います。 

会社でも吃音を隠そうとしてしまいます。隠さないという気持ちに変わってくるので

しょうか？ 

 

古川：Ｈ先生の学習は月に 1回学習でテキストに書かれている、感情意欲とか境地をみて 

どのように思いますか、と先生から振られて皆で意見や感じたことを話しました。そ

のような学習を進めているうちに今、自分が考えていることは何か違うな…教室内で

も困っている人はいる。では、どのようにしたらその方たちに支援が出来るのか？最初

の頃は先生の側に座っていて、先生の話を聞き漏らすことのないようにしていましたが、

その席を別な方のために空けてあげることも一つの支援。その頃から栃木言友会を作りた
  ８ 



いと思い、そのために行政と連絡をとったり、全言連へ支援要請をしました。また新聞に

吃音の記事が掲載されることで、自分の吃音を開示している形になっていきました。Ｙ新

聞に交流会案内が掲載される事も自分の吃音を開示している事になっています。 

 

Ｅ ：話そうとすると声が大きくなってしまいます。 

 

古川：Ｅ君は、話をしようとするとき声が大きくなってしまうとの事ですがその状態のほう

が話をし易いのであれば今のままで良いと思います。少し声を低くしようと意識的に

行動するとそれがストレスとなって話をし辛くする場合もあるので、今は声が大きく

なってしまうことを自覚して、声を低くして話したいと思っていれば、体から自然と

低い声で話が出来るようになることもあります。 

 

３．感  想 

ＦＫ：今日はありがとうございました。 

エンカウンターゲームでは、携帯を見たまま歩く人、自転車に乗っている人、路上駐

車のトラック２台、その間を横断しようとする人、すぐ近くを走る自転車など危険が

沢山潜んでいる絵から意見を出し合いました。車の運転中、無理な横断をしようとし

ている人を見かけます。横断歩道が近くにない場合もありますが、やはり「急がば回

れ」の気持ちが大切です。 

交流会では悩みの克服、緊急避難法、いろいろお聞きできました。古川さんから自然

治癒のお話を聞いて「そういう事なんだ。」と納得、克服できた事があって良かった

です。 

 

Ｅ ：言友会以外の吃音の情報の資料を頂いて、参考になったので良かったです。 

 

Ｔ：今日もお疲れ様でした。７名参加と普段より少な目でしたが、その分中味が濃く出来て良か

ったです。ＫさんがＴに転勤されることはさみしいですが、これからも栃木まで参加でき

る距離ですし、Ｔに行ってからも、心身の健康に気を付けて頑張ってください。 

 

古川：今回は私が担当させて頂き、「吃音問題克服と緊急避難法」と題して進めました。 

私の体験談を話させてもらい、その中身について皆さんからご質問を頂く事で交流会

を盛り上げてくださったことに感謝しています。 

また、疑問に思われたことやご意見も頂きました。今後の吃音問題(自分の吃音につい

てや言友会行事に参加することに心構えができて、視点を別角度から見られるように

なった)についての見方がさらに広がったように思います。   ９ 



エンカウンターゲームでは交通に関する資料を皆さんで見て頂き、感じたことを話し

てもらいました。見方を変えると見えなかったことも感じ取って頂いたように、普段

街中を歩かれる時に参考にして頂ければと思います。 

６月の交流会はＨＴ先生のお墓参りに行くので、参加できませんが、皆さんで盛り上

げて頂いて充実した時間を過ごして欲しいです。 

 

Ｆ：吃音問題の悩み克服で、課題にしてしまうと体に別の負担がかかるという話ですが、私

は胃痛が起きたりします。健康にも美容にも良くないので自分でうまく調整が必要だ

と思います。皆の質問や体験談は深い内容だったと思いました。 

   ゲームの危険予知は教習所を思い出しました。歩きながら携帯で通話やメールを送る

と、人や電信柱にぶつかったり、側溝に落ちたりなどするので、道路脇でした方が良

いです。トラックとトラックの間を横断すると、車がスピードを出して走ってきて、

はねられ大けがや命を落とす事もあるので、横断歩道を渡った方が良いですね。 

私はわりとすぐに見つけられ、自慢ではありませんが、得意なのではと思います。 

   ５月号会報の挿絵、ＯＹさんは友人で、国立大学で美術を専門に勉強してきた人です。

あと５月号表紙の「Ｒ線」は夫が家の近くの線路沿いで撮影しました。他にも撮影者

が何人かいたそうで交って撮ったそうです。 

 

Ｋ：お疲れ様でした。交流会のなかで古川さんとＳさんが言われていた疑似吃音は今度試し

てみようかと思いました。エンカウンターゲームの危険予知では誰も気づかないよう

な事を探したのですが、何も見つけることが出来ず残念でした。 

前の職場でよくやっていたので懐かしく感じました。 

 

Ｓ：今日はどうもありがとうございました。交流会では吃音の悩みや対処法について意見交

換することができてよかったです。エンカウンターゲームは、携帯を見ながらの移動

は危ないと思いました。そこまでして、携帯をいじる必要があるのだろうかと思いま

す。習慣になっているとなかなかやめられないのかもしれません。 

来月は参加が難しいですが、また都合がつくときは参加したいと思います。 
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６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Ｓ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：Ｏ、Ｔ、Ｋ  購読会員：Ａ、Ｋ 

 ７月２６日(第 4日曜日・403会議室)  ８月２３日(第 4日曜日・301会議室) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回交流会のお知らせ  

日時・開催場所：6月 28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 「海と山、どちらが好きですか？その理由は？」 

交流会：「呼吸法・感謝の歌を歌おう」 担当：Ｓ 

エンカウンターゲーム：「すごーくすごろく」      担当：Ｓ 

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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