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ウナギととろろ 

 

Ｓ Ｓ  

フェリーでＯから北Ｋまで行くのに、Ｈで行きも帰りも一泊しました。車の運転は夫がす

べて引き受けてくれました。 

行く時にはＨ名物のウナギを食べました。 

「禁煙席をお願いします。」 

「全席禁煙です。どこでもお好きなところへどうぞ。」 

夫は静かな人の出入りの少ない所の方が好きなので、奥の方の席に腰掛けました。 

「ひつまぶしを二つと酢の物をください。」 

 客は少ないのに、２０分から３０分かかってご馳走が来ました。ひつまぶしはおひつの

中にご飯とウナギが入っています。ウナギと御飯をお茶碗によそって薬味を入れてお茶をか

けていただきます。私は猫舌なので、それが冷める間に酢の物をいただきました。酢の物も

ひつまぶしも以前と変わらずおいしかったです。 

ところが、ひつまぶしを半分ほどいただいている時に、たばこの煙が流れて来たのです。 

そのとたん、ひつまぶしがおいしくなくなりました。頭も痛くなってきました。 

 「禁煙のはずなのに、どうしてたばこを吸っている人がいるのですか。注意しないんです

か。」 

 「禁煙の時間帯はお昼です。」 

 だまされたようで、とても腹が立ちました。たばこを吸っているのは出入り口に近い席の

サラリーマンの二人連れです。私たちの席のそばに換気扇が回っているので、煙が全部こち

らに来てしまいます。急いで食べ終わしレジの所に行き、会計を済ませました。 

 「初めはおいしかったのに、たばこの煙でまずくなりました。頭も痛くなりました。 

  今までに３回ここに来ていますが、こんな不愉快なことはありませんでした。」 

と、事実を伝えました。途中から喫煙になるのなら入らなかったのにとも思いました。 

 Ｋから帰る時、そんなことがなかったらまた同じ店でウナギを食べたはずですが、二度と

そんな店には行かないという夫の考えに従い、駅ビルのレストラン街に行きました。 

 すると、私が食べたいと思っていたとろろのお店があったのです。旅行の数日前にテレビ

で見たＴ道のＳ県の名物「とろろじる」のお店と同じかと思われる麦飯とろろじるのある、

とろろづくしのお店で、正真正銘全席禁煙のレストランでした。Ｋ旅行中、あまり新鮮な海

の幸に巡り会わなかったので、海鮮山かけ丼にしました。とろろもたっぷりついて来ました。

最後まで、おいしくいただきました。これからはＨに来たらここにしようと思いました。 

鰻屋でいやな思いをしたお蔭様でこんないいお店を開拓できたことに感謝します。 

 

  ２ 



日時：平成 27 年 6 月 28 日（日） 

場所：とちぎ福祉プラザ 2 階 201 会議室 

交流会担当：Ｓ 14：10～15：50  

エンカウンターゲーム担当：Ｓ 15：50～16：30 

進行：Ｔ 

写真撮影：Ｆ 

 

参加者：Ｔ、Ｆ、ＴＳ、ＴＤ、ＳＺ、Ｓ （敬称略）計 6 名  

 

１．近況報告３分間スピーチ（海と山、どちらが好きですか？その理由は？） 

Ｔ：町で主催しているＵ健康教室に、再入会しました。以前は月曜の夜、１時間半の時間帯

でしたが、職場が異動になり月曜の夜では辛いので、一時辞めていましたが、水曜の

夜の募集がありましたので申し込みました。 

筋トレと有酸素運動をし、筋力の維持と、健康的に体重が落ちればと思っています。

つくば大学の TV でおなじみのＳＹ先生監修の教室なので、真面目にやろうと思いま

す。 

春に畑に植えた作物、きゅうりやピーマン、茄子、ミニトマトがなり始め、美味しく

頂いています。今日はジャガイモも出来始め来客があるので、少し掘り妻が茹でてい

ました。 

海と山、どちらも好きです。海は泳ぐのが得意でなかった頃は好きではなく、砂浜で

の日光浴が主でしたが、スイミングスクールでクロールや平泳ぎを泳げるようになっ

てからは好きになりました。名前は忘れましたが、家族で行ったＩ市の海まで近く温

泉があったホテルは、良かったです。南の海でスキューバダイビングをする事が夢で

す。 

山は若い頃、ＳのＭに３ヶ月仕事で滞在した時がありましたが、雄大なＫ地やＨ岳に

行き、好きになりました。 

 

Ｆ：４月から訪問介護のお仕事をしています。 スクーターで移動しているので、この時期

は雨が多くて困ります。 

これから暑い夏になるので、紫外線、日焼け対策をしなくてはいけません。また挨拶 

に苦手意識が出てしまっていますが、ゆっくり新しい環境に慣れていきたいです。 

海と山ではどちらかと言えば山が好きです。山は空気も良いし、森林浴でリフレッ 

シュ出来て体に良いように思います。 
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ＴＳ：昨年の 7月に初めて参加させていただいてから、1年ぶりの参加となります。 

それで私が参加するのをとまどっていたら、息子が「気にしなくていいやん、行こう

よ！」と私の背中を押してくれました。 

どこから近況報告をしたらよいかと考えてしまいますが、まず息子が中学生になりま

した。昨年年末に、息子が夏休みに書いた読書感想文が市で優秀賞を取り、それが県

の審査に進み、県で優良をいただきまして、表彰式に行ってきました。 

県で優秀を取れば、全国大会に行けるのですが、それはとんでもないというくらい皆

さんすばらしい作品ばかりでした。ただ今回、息子が読んだ本がＫＹ先生の「僕はＫ

ドクターです」だったので、特に私も思い出深い作品となり、嬉しく思いました。 

それから、栃木言友会の会報の 5月号の最後に毎日新聞社の記事がありましたが、子

供の吃音の件で取材を受けたいとの依頼があり、私も息子もとてもはりきっていて、

協力させていただきたいと思っていたのですが、家族や実家の両親の理解が得られず、

お断りしなければならなくなったことはとても残念なことでした。 

ここ最近のことでは先月、ひさしぶりにＦの実家に帰省して、みんなでＳＤＨの野球

観戦にＦドームへ行きまして、楽しんできたことでしょうか。 

海と山、どちらが好きか…どちらかと言えば、海の方でしょうか。ぼうーっと眺める

ことができますので。 

 

ＴＤ：先月、中学に入って初めての冒険活動がありました。そこでマウンテンバイクやロッ

ククライミング等を体験することができて、とても楽しかったです。 

夜は「こっくりさん」ゲームをして、友達を驚かせてしまいました。友達はびっくり

して泣いて、ちょっとハメをはずしすぎましたが、良い思い出になりました。 

その後、中間テストがあり、数学が良くなかったけど、英語で 96点を取ることができ

たのでよかったと思いました。海と山は、僕は山の方が好きです。特に理由はないけ

ど、良いと思います。 

 

ＳＺ：Ｉ県Ｋ市から来たＳＺです、おひさしぶりです。 

近況ですが毎週のようにイベントがありますので、週末はどこかしら出かけておりま

す。 

最近驚いた事が２つありまして、１つは良い財布を見つけた事です。 

ずっと前から買い替えようと長財布のファスナー式を色々見ていて、なかなか気に入

ったものがなかったのですが、見た瞬間心を惹かれ、手に取ってみて実用性が高そう

な財布を見つけたので買いました。 

もう１つは超美味しい焼肉を食べた事です。 

場所はＵ市のＦ神社の近くにある『焼肉Ｇ』というお店、6000円のコースに飲み放題
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を付けて一緒に行った友達と大絶賛しました。 

8月のお盆にまた行く予定なので今から楽しみです。 

副題ですが山ですね、理由は空気が美味しいからです。 

 

Ｓ：Ｏ市から来ましたＳです。お蔭様で 3月 31日に定年退職することができました。 

     現職の時よりは暇を作れるようになりました。5 月には、定年退職祝いとして、Ｋ

に約 3 週間行って来ることができました。ＨフェリーでＯのＩＯから北Ｋの新Ｍま

で、行って帰って来ました。 

夫が２ヶ月前から予約してくれたので、行きも帰りもロイヤルという、プライベー

トデッキ付きのリッチな部屋に泊まることができました。 

Ｋでは１人だけ生き残っている９２歳の叔母に初めて会って来ました。昨年から手

紙や電話でのやりとりはしていましたが、やっと会えて嬉しかったです。 

また、Ｋでは、念願だったＢ温泉にも行けたし、そこから車で１時間ほどのところ

のＵの石仏も見て来ました。想像していたものと違って、ＴのＴやＵのＩのミニチ

ュア版のような感じで、とても良かったです。 

また、初めてＫ新幹線に乗って、Ｋまで行き、これも念願だったＫ岳を見て来まし

た。 

とても形よく、Ｆ山よりもきれいな円錐形で、Ｔ隊が飛び立って日本を離れる 

時に最後に見たということを思い、感慨にふけりました。 

また、Ｋでは「Ｍ」というお店の「Ｓくま」というかき氷を駅ビルで食べ、Ｔ館

通りの本店で食べ、また駅ビルでと、暑い日に３回食べました。私としては駅ビル

のしろくまの方がさっぱりしていておいしかったです。 

アイスのＳくまと違って、ふわふわの氷に特製のシロップがかかり、メロンや色つ

き寒天や豆などものっていました。一番気に入ったのが、特製の真ん中が紫芋で回

りが薩摩芋でできているしろくまの口にあたる部分になる一口ロールです。 

斜め上から見ると、Ｓ熊の顔のように見えるかき氷なので、「Ｓくま」と命名され

たようです。 

海も山もどっちも好きです。海は、１年に１度子供のころ父に連れて行ってもら

ったＡ浦の海水浴が楽しみでした。また、フェリーで見た夕焼けで染まったワイン

色の海や、海上に浮かぶ朝日を見られたのが最高でした。 

山は登るのよりも、見るのが好きです。Ａ県ＨのＩ山やＴ県のＮ山。 

Ｆ山を見るのも好きです。 
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２．「腹式呼吸と感謝の歌を歌おう」（15：00～15：25）     担当：Ｓ 

 

 腹式呼吸は、まず足を肩幅に開いて、椅子に楽な姿勢で腰掛けます。次に鼻でも口でもそ

の両方でも、自分の好きなやり方でスッと息を吸ってから、はあーっと口から、息が出なく

なるまで吐きます。その時に、お腹に両手をあてて、吸ったときにはお腹が膨らむのを、吐

いた時にはお腹がへっこむのを感じるようにします。（全員ができるまで実施。） 

 その後、息を吐く時に 

「ひとうつ、ふたあつ、みいっつ、よおっつ、いつうつ、むっうつ、ななあうっつ、やあっ

つ、ここのおうっつ、とおお。」 

と声を出します。みんなで 3回実施しました。 

 感謝の歌は、全員で歌詞を読んだ後、「みんなのお蔭様」について考えました。 

 

○ 情けは人の為ならず。 

○ 自分が生かされている。 

○ お父さん、お母さん、そのまたおとうさんとおかあさん、そのまたおとうさんとおか

あさん…ご先祖様のお蔭で生きている。その内だれか一人でも欠けたら私は存在しない。 

○ 空気、水、動物、植物、鉱物、地球、月、太陽、宇宙のものすべて 

感謝の歌を皆で 3回歌いました。 

 

感謝の歌 

Ｂ   作曲 

ＳＳ 作詞・編曲 

この世に生を受けて 私の人生は 幸せです 

みんなのお蔭様で 私の人生は 幸せです 

有り難う 感謝します ついてます ついてます ついています 

有り難う 感謝します ついてます ついてます ついています 

 

 

Ｔ：Ｓさんご指導の「感謝の歌を歌おう」はＢの曲に、作詞をされたものを歌いました。私

は流行歌や学校で学んだクラッシックくらいしかわからないので、どの位のオクター

ブなのか音符も見てみたいと思いました。 

 

Ｆ：交流会では腹式呼吸法を教えて頂き、１０まで数えました。 

感謝の歌の歌詞とＳさんの歌声がとても心地よく、癒されました。 
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３．エンカウンターゲーム「すごーくすごろく」（15：30～16：00） 担当：Ｓ 

皆でやり方を音読した後に、２の方の山登りゴールのある方のすごろくを選びました。 

 前に一人一人選んでもらった駒をスタートのところに置きます。4種類のカードを使い、3

回までパスしてもいいことを皆で決めました。始めはカードを上向きにして、問題文が見え

るようにして実施しましたが、やはり見えない方がいいということになり、その後カードは

伏せて、実施しました。すごろくなので、サイコロを振って出た目の数だけ進みます。 

 カードをひくというところで止まった時には、カードをひいて問題文を読みます。 

そして、それについて１人１人が答えます。引いた問題文は次の通りです。 

 

○ 最近、うれしかったことは、何ですか？ 

○ 苦手な勉強は何ですか？ 

 ○ どもったとき、体のどこかが動くことはありますか？ 

 ○ 自分の中で、変えたいと思うところはありますか？それはどんなところですか？ 

 ○ もし班長や学級委員長に推薦されたら、あなたは、引き受けたいと思いますか？ 

理由も教えてください。 

○ おばけのように「うらめしや～。」と言ってください。 

○ ジェスチャー：バスケットでシュートが決まった。 

○ ジェスチャー：さるがバナナを食べている。 

○ どんぐりを食べると、どもってしまう。○か×か？ 

○ どもる人は、いつも同じようにどもる。○か×か？ 

○ 吃音の原因は、まだ分かっていない？ ○か×か？ 

○ ジェスチャー：重い荷物を頭の上に持ち上げる。 

[報告：ＳＳさん] 

 

４．感 想 

 

ＳＺ：お疲れ様です。交流会では歌を皆さんとで歌いました。 

歌うのは苦手ではありますが、吃らないので良いなと感じました。 

ゲームのすごろくはテレビゲームなどではなく、久しぶりにリアルなアナログゲーム

でしたし、内容も面白くて楽しめました。ありがとうございました。 

 

Ｓ：今日はＦＲさんも古川さんも来られないと連絡を受けていたので、Ｆさんが来てくださ

って嬉しかったです。それから中学生の方とそのお母様が来てくださったので嬉しか

ったです。そしてＳさんが来てくださったので嬉しかったです。最後にＴさんが来て

くださって司会をしてくださって嬉しかったです。今日はすごーくすごろくをやるの
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にも、ちょうど良い人数だったと思います。有り難うございます。感謝します。 

 

ＴＳ：今回 2回目の参加となりましたが、前回は時間の都合でゲームがキャンセルになりま

したので、今日は腹式呼吸やすごろくゲームなど、交流会のすべてを経験させて

もらって、また違う一面が見られて、とてもいい勉強になりました。 

    すごろくゲームもとても楽しかったですし、感謝の歌もとてもすばらしいもので 

した。特にＳさんの美しい声に聞きほれてしまって、詞の内容がどこかとんで 

いってしまう程でした。今日はどうもありがとうございました。 

毎月、きちんと参加出来れば良いのですが、なかなかそれが難しく、でもできる 

限り参加できるよう努力したいと思います。 

 

ＴＤ：今日はすごく楽しかったです。僕はみんなが集まって悩みを話したり、励ましあった

りするところだと思っていました。 

    だけど、腹式呼吸とか、心の落ち着き方をやって吃音のために努力することをきち

んとやっているのだなあと思いました。 

 

Ｔ：今日は古川会長がお休みでしたので、私が全体の進行をさせて頂きました。 

エンカウンターゲームの「すごーくすごろく」私はビリでしたが楽しく遊べました。 

昨年の７月以来に参加されたＴさんのお子さん、私の次男と同じくらいの年齢で親近

感が湧きました。Ｉ流の空手をずっとされていたり頑張り屋さんで、最後には参加者

に質問したり、その前向きな気持ちでずっと歩んで行って欲しいと思いました。 

講師をされたＳさん、Ｓ県から参加されたＦさん、Ｉ県から参加されたＳＺさん、ほ

ぼ一年ぶりのＴさん親子さん、お疲れ様でした。 

 

Ｆ：今日はありがとうございました。 

吃音改善研究会では参加者２名でしたが、Ｔさんと色々雑談が出来ました。 

交流会でのＳさんの歌声はとても素晴らしく、また歌を教えていただきたいです。す

ごろくは誰もゴールまで行けなかったので残念。 

パスは３回までと決めていましたが、誰も使わなかったのがすごいです。 

Ｓさんからトマトを頂きました。ありがとうございました。 

ひさしぶりに交流会でＴさんともお会い出来て良かったです。 

自分の中学生の頃の気持ちを話すと、やはり後悔だらけでした。 
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Ｔ Ｓさんから報告を頂きました 

 

全体の感想が終わり、お疲れ様でした。と終了したところで、ＴＤが「すみません。みな 

さんに聞きたい事があります」と質問をしました。 

 

ＴＤ：中学に入って、僕のどもりがみんなにわかってきて、真似されたりするようになりま

した。皆さんは中学生の頃、そんな経験はありましたか？そして、その時どんな対応

をしてきたのですか？教えて下さい。 

 

4人の皆さん、それぞれがＴＤに経験談をお話して下さいました。 

 

○ 吃音のことを相手が知らないのかもしれない。自分の気持ちをきちんと伝えることが

大事だよ。“僕は自分でもよくわからないんだけれども、話すとこんなふうになって

しまうんだよ”と。 

  

○ 私は学生の頃にやめて！と言えなかった。その言えなかったことを今、大人になって

後悔している。だからＴＤ君も気持ちを伝えてみてはどうでしょう。 

 

○ 中学に入ってからかわれたが、けんかでやっつけた（笑）やっぱり僕も自分の気持ち

を伝えなかったので、後悔している。こんな話し方になったのはわからないが、みん

なにわかってほしい、と伝えてみてはどうかな。そして勉強では負けないぞ！という

気持ちで頑張れ…等々 

 

たくさん意見をいただきました。 

ＴＤはみなさんから意見を聞けて本当に良かった。また明日から学校で頑張っていくぞ‼  

とはりきっていました。 

親の私が声をかけるのとはまた違って、会員のみなさんのお話はＴＤにとってとても身にし

みてありがたいお話だったようです。 

 

本当にお世話になりました。ありがとうございました。みなさんに感謝です。 
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７月の栃木吃音改善研究会はお休みです。 

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：ＹＵ    購読会員：ＹＡ、Ｓ  （敬称略 納入順） 

  ８月２３日(第 4日曜日・301会議室)  ９月２７日(第 4日曜日・403会議室) 
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次回交流会のお知らせ  

日時・開催場所：7月 26日（日） とちぎ福祉プラザ 4階 403会議室               

14時 00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 「買物の支払いは現金ですか？カードですか？」 

交流会：「人間関係を築くための聞き方とは」担当：古川 

エンカウンターゲーム：「関東ブロック大会と古川」 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 

http://tochigi.sakkt.net/index.html

