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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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なぜ、私の両親は元気で長生きか？ 

Ｇ Ｆ 

平成 24年 8月、私は 25年住み慣れたＩ県Ｉのマンションを後にして、生まれ故郷のＳ区

Ａ橋の実家に戻ってきた。今年で３年目を迎える。 

本来は、弟夫婦が家業を継ぎ両親の面倒を見る約束であったが、社会情勢等の変化で弟は

家業を廃業し、実家も離れることになってしまった。そうなると、両親は老々介護状態とな

るので、長男の責任上、上さんを説得して実家へ戻ってきた。最初は、地獄のごとく辛い生

活を覚悟していたが、意に反し、毎日が楽しく充実している。仕事、介護、自己啓発の三位

一体の生活は実に心地良く楽しい。実家は、ＡとＳＴの中間にあり、休日ともなれば、観光

客で溢れ年中賑やかで人情味のある下町である。 

私の両親は、父が 9７歳、母が 93歳で二人合わせて 190歳である。二人とも、Ｋ大震災と

Ｔ戦争やＴ大空襲を経験しており、歴史上の生き証人である。 

両親は今のところ自立に近い生活ができ、認知症もなく、頭脳と口は頗る達者である。 

なぜ、二人は元気で長生きかなのか？一緒に住んでみて分かったことがあるのでその一端

を紹介したい。 

① 過去を気にしない。常に将来に希望を持ち、今を大切に生きている。 

どんなに頑張っても過去は変えられない。将来はわからない。将来に対し最

低の準備はするが、必要以上にはしない。今を大事にする。今日の連続が明

日、将来へと続く。 

② 何でも良く食べ、良く歩き、良く寝ている。 

食事は常に私達と同じものを食べている。老人だからと言って特別食ではない。 

③ 周囲の人を大事にし、話をするのが好きである。 

毎日、近所の人達が遊びに来ている。人と話すのが好きである。自分の嫌い

な人も大事にする。なぜ嫌いか。それは往々にして自分と価値観が違うから

である。しかし、価値観が違う人と一緒に行動すると、自分の成長となり、

自分を幸福に導くことができる。 

このことを若い時から信じて行動している。 

④ 金銭感覚が鋭くケチであるが、必要な時は惜しげもなく使う。 

金銭に細かく、無駄遣いはしないが、支出はいい加減である。必要なもの

は我慢しないし家計簿はつけたことがない。金は貸さない。貸す時はあげる

覚悟で決して催促しない。 

こんな両親と暮らしていると、何となく長生きの秘訣が分かるような気がする。 

と同時に、なぜこのような両親から私のような神経質な人間（？）が生まれたのか実に不

思議な気がする。いつまで、このような生活が続くかわからぬが、もし、病気で倒れたら

その時に考える。今日一日を自分の心の命ずるままに一生懸命に生きていきたい。 
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日時：平成 27年 7月 26日（日） 

場所：とちぎ福祉プラザ 4階 403会議室 

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：Ｇ、Ｔ、Ｆ、古川  （敬称略）計 4名  

 

１．近況報告３分間スピーチ（買い物の支払いは現金ですか？カードですか？） 

古川：暑い日が続いております。今日も最高気温が 36度の予報です。健康管理には十分気を

つけています。 

季節商品を製造している勤務先では、6 月と 7 月前半の気温が低く生産台数の変更を

検討していたようですが、最近の暑さでその話もなくなってしまい、製造の方は暑い

中、増産の対応をしているので大変と思います。 

台風が通り過ぎた 7月 16日の朝、洗濯物を干すために 2階のベランダに上がった所、

前日の雨でサンダルが濡れているのに気づかず、サンダルに足を入れ水滴が付いてし

まい拭かなければと足をベランダから室内に移動した時、敷居に右足の人差し指を思

いっきりぶつけてしまい内出血してしまいました。昨年もこの時期に左足の人差し指

を椅子に思いっきりぶつけ勤務先を二日間休んだトラブルがありました。また今年も

か、と思うのとやはり年齢的に足が思うように上がっていないことを実感した次第で

す。幸い昨年病院で頂いた包帯や痛み止めがあり、今回は勤務先を休まずに済んだこ

とは不幸中の幸いだったと思います。 

買物の支払いは基本的には現金の支払いです。クレジットカードは 2 枚持っていて、

その内の 1 枚の期限が切れ更新しようと再発行の手続きで書類に記載していましたら、

自動的にリボ払いがセットされますと注意が書きあり、更新することをやめました…。

あとの１枚は勤務先で薬など購入時に使用できるクレジットカードがあり、このカー

ドも一般のショッピングセンターで使用できますので当面は１枚で良いかと思います。 

 

Ｔ：梅雨の時はうっとうしいと思いましたが、あけて猛暑が続くとなかなか辛い日が続い

ています。加えて庭や畑の雑草の伸びが良すぎます。 

良い事といえば野菜（ミニトマト、胡瓜、茄子、ピーマン、ゴーヤ）の成長が良い

事と、家ではわがままの次男の成績が良かった事です。 

つい先日、身障者の方の出前講演会にＵ市のＫ福祉会館に行ってきました。 

身障者の方３人が、一般の中高年の人の前でマジックや民話語りや腹話術を演じま 

した。ナカナカ面白かったです。私も仲間に入れて欲しい気がしました。 

買い物の支払いは、カードでは車のガソリンくらいで、あとは現金です。 
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Ｆ：母が検査入院をしているので、Ｍ市の大学病院に行きました。病院の近くにホテルを取

り、6 月下旬と 7 月中旬に 5 日間病院に行き、話し相手になったり、洗濯をしたり、

カロリーメイト、経口補水液を届けたりしました。入院生活が少しでも快適になれば

と思いました。 

アルバイトでは吃音で話すことを初めて変わってもらいました。終礼で挨拶を先導し

てするのですが、私の順番の日は日曜日で人数が多く（25 人位）、不安だったので、

同僚に頼んで挨拶を変わってもらいました。「不安で眠れなかったので、（人数の少な

い）翌日にやるので変わってほしい」と頼むと、良いですよとの快い返事で私はその

恩を忘れないと思います。会社の目標に協力しようという項目もあり、困りごとがあ

れば手を貸そうと思います。 

買い物は現金の支払いが多いです。クレジットカードも手持ちが少ない時や新幹線の

切符を購入する時に使います。カードはポイントが貯まり、景品や商品券と交換でき

る良さもあります。前にポイントがたまり、味噌も軽量できる泡立て器と交換しまし

たが、調理器具などは役に立つなと思いました。 

 

Ｇ：Ｔ都Ｓ区から来ました。年齢は６４才です。 

Ｓ区に引っ越して３年です。９７才の父と９３才の母と住んでいます。 

他の方は介護が大変だねと言いますが、介護はしたことがなく一緒に住んでいます。 

週に４，５日、不動産のコンサルタントの仕事をしています。 

その他、Ｔさんも活動されていたＳのＨ会（Ｓ症のある方が集う会）に行っています。

本部が今、私の住んでいるＳ区の歩いて３分の場所に移転してきたので、何かの縁とい

いますか与えられた天命に感じました。平日でも会社が終わって、夕食が終わったら行

く事もあります。集談会で相談を聞いて帰ってきて、昨年は数えたら１年で５０回行っ

ていました。その５０回はすべて懇親会まで行っています。Ｕ病の人は社会復帰が難し

く１年も経つと会社に来なくても良いと言われてしまいますが、そういう方たちとどう

復帰させようか考えています。 

あとは聴覚障害のある方たちに要約筆記も始めました。話し言葉は１分間に６００字で

すが、書こうとすると１００～１２０字位です。パソコンに入力すると１２０字～ 

１５０字位なので、話している言葉を４分の１に圧縮する技術が必要なのです。 

話していることを要約してパソコンで伝えるので前頭葉を活用しています。 
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２．交流会「人間関係を築くための聞き方とは」      担当：古川  

相手との信頼関係を生む聞き方のポイントは耳だけでなく気持ちも傾けて、言葉だけ 

でけはく、意図や隠れたメッセージに関心を持って聞くことです。 

その事により相手は自分に興味を持ってくれていると感じ心理的な距離が短くなり、安 

心感の気持ちが生まれます。 

 

１． 相手に関心を向ける。Ｉの座る位置や距離・目線 

２．相手の声の調子や表情を意識する。 

３．黙って聞く。途中から自分の話をしない。 

４．あいづち。「なるほど」「そうですか」「はい」「ええ」 

５．相手が更に話ししやすいようにする。「たとえば？」「そこの所をもう少し詳しく」 

６．相手の話を確認する聴き方。 

  自分の考えを入れずに相手の話を繰り返す。 

  「なかなか思ったようにいかないですね。」 

  「それは良い方へ向かって良かったですね。」 

  「あなたのお話はこのような感じでしょうか。」 

 

 上記内容を確認しながら、Ｇさんが上司役として座っていただき、古川は部下として話を

聞いていただきました。このほかにテーブルに 4～6人座っての話し方、聞き方も考えており

ましたが、時間的に難しく次回にしました。 

 

３．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 

以前、古川が主催者側（栃木言友会、Ｇ言友会）で言友会関東ブロック大会を担当した時

のパンフレットを見てもらいながら、当時の様子や大会までの皆さんのご苦労について話を

聞いて頂きました。（Ｇ言友会は２００Ｘ年、栃木言友会は２００５年に開催） 

その後パンフレットを閉じてもらい、内容について簡単な○×クイズに挑戦してもらい、上

位者には景品をお渡ししてゲームを終了しました。 

 

４．感  想 

Ｔ：会長とＧさんが、職場の上司とのヒヤリング形式で行ないました。 

相手の正面でない位置に座って、話をされました。 

私の職場では、年３回位職場の長とヒヤリングをしますが、ずっと変わらず正面に座

ってしています。その辺の気の配り方の差を感じました。 

エンカウンターゲームは、今まで会長が関わってこられた２回の関東ブロック大会を

振り返りました。そして２年後に栃木で行なう予定について話し合いました。 
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今日は午前中地域のクリーン作戦や、お祭り当番のため少し遅れて参加しました。私

は月に１度は参加しないと、１ヶ月のペースが狂ってしまう気がします。 

ＧさんもＴから参加され、私が以前参加していましたＳのＨ会の話をさせて頂きまし

た。 

 

古川：交流会では、聞き方について聞き手が話しやすい対応を取る事で、聞いてもらいたい

事、または本当に話したいことが言葉になり信頼関係に良い影響を与えるようになる

と思います。相手をしてくださった後藤さんに感謝をしたいです。 

またゲームでは以前、Ｇ言友会と栃木言友会で開催した関東ブロック大会のパンフレ

ットを活用して当時の様子を話させてもらい、後半はパンフレットに書かれてあった

事をクイズ方式にして、○×で答える内容にしました。 

今日はとても暑く、4 名の参加と少なかったのですが、高温注意報が出ていました

から、皆さん自宅にて待機されたのだと思います。また参加される方の少ない交流会

担当が古川で良かったと思います。 

本日はこの暑い中、ＧさんがＴから来て下さった事に深く感謝します。また交流会

を多いに盛り上げてくださり、ありがとうございました。Ｔさんも地域の行事を早め

に切り上げて交流会に参加してくださったこと、感謝します。 

 

Ｆ：来る時、車の外気温の温度計が３８℃で猛暑でした。それで参加者が多くなかったのか

なとも思います。Ｇさんが上司、古川が部下で会社の面談を設定して聞き方の実践を

行いました。後藤さんは相手の顔を見て頷きながら話を聞いて、上司の立場でアドバ

イスして、古川は上司に相談をするという形で、私は話すべき時に話さず話さなくて

良い時に話す事あり、それを見て自分を振り返ることができました。 

２年後、開催予定の関東ブロック大会のＮ市の資料（案）と過去の資料を見ての 

○×クイズは１位はＴさんで、私は最下位でしたが景品があり保冷バックでした。 
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7月度 栃木交流会に参加して 

Ｇ Ｆ 

 

昨年 6月以来、約 1 年ぶりの栃木言友会の交流会への参加である。なんともいえない心地

よい懐かしさが心をよぎる。当日は朝から太陽がギラギラと輝き、Ｕ市の最高温度は、38度

を超えたようである。栃木はＴより暑いのではないか？ 

とちぎ福祉プラザに着いたのは、13時 30分頃、交流会開始 30分前であった。 

今日は誰と会うことができるだろうか？栃木言友会の皆さんは、私のことを余り知らないと

思うが、私は皆さんのことを良く知っている。それは、毎月事務局から毎月送られる会報を

スミからスミまで読んでいるからである。 

 猛暑と 7月末の夏祭り等が重なり、参加者は残念ながら 4 名と少なかったが、内容は充実

していた。古川会長の担当で交流会は進められた。 

①  人間関係を築くための聴き方とは  

 会長が、組合活動で経験した研修を紹介された。 

久しぶりに上司の役を演じ、現役時代を思い出した。会社生活が懐かしく感じられ、 

改めて会社で仕事をすることの意義を感じた。 

②  エンカウンターゲーム 関東ブロック大会 

 二年後の 4月、次回の関東ブロック大会は栃木言友会が担当するようである。 

 その宿泊地として、Ｎ温泉の「Ｋの宿」が第一候補として紹介された。 

交通の利便性は良いのだが、会議室等が少ないので分科会をうまくこなせるか？ 

とりあえず、今年の 11月の交流会を兼ねて一泊研修会を行うことが決まった。 

この内容と過去の関東ブロック大会の情報を基本として暗記ゲームが行われた。 

簡単なゲームであるが、改めて問われると自信がない。実に人間は他人の話をいい

加減に聞いている。どうにか、4 問を連続に正解できたが、５問目で沈没、Ｔさん

に敗れ２位となった。しかし、賞品まで戴き大満足であった。 

 

今回は、残念ながら多くの仲間と会うことができなかったが、１１月のＮ市の交流

会には、是非参加したいと思います。Ｎで皆さんと大いに飲み、食べ、語りたいと

思います。皆さんとお会いできることを楽しみにしています。 
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８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Ｔ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：Ｔ、Ｎ             

  ９月２７日(第 4日曜日・403会議室)  １０月２５日(第 4日曜日・201会議室) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回交流会のお知らせ  

日時・開催場所：8月 23日（日） とちぎ福祉プラザ 3階 301会議室               

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 「もしあなたの地域が大震災になったら？ 」 

交流会：「あなたの１日 １週間 １ヶ月の過ごし方は？」 担当：Ｔ 

エンカウンターゲーム：「魚 鳥 木  ゲーム」 担当：Ｔ 

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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