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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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 『10万円一本勝負！』 

 

Ｓ Ｊ 

 

リアルな金額です。 

先日の 8月 XX日(土)にアーティストであり、声優でもあり、ピアニストでも

あるＭＵさんの 00周年を記念したライブがＡブリッツで開催されたので行って

来た時のお話です。 

ライブの楽しみはそのアーティストに会えるのはもちろんですが、その日に

歌う曲のセットリスト、衣装、トーク等がありますが物販というその場でしか

販売されないアーティストのグッズを買うのも楽しみの一つであります。 

一般的に他のアーティストの方でもＴシャツ三千円位、タオル二千円位で壱

万円を越えるというのはレアなケースですが、今回このＭさんのライブでは 00

周年という事なので Z万円のグッズを『限定１』で販売する事になったようです。 

そのグッズの中身はＳＦ社の超高音質イヤモニに生写真とサイン付きケース

を付けた物で、調べてみると確かに高額な物なのですし、Ｍさん本人も愛用し

ているメーカーのようなので納得のできるグッズとなるようです。 

購入方法は当日現地にて専用の記入用紙と記入箱がありますので、そこに自

分の名前と連絡先を書いて投票してライブ中の MCの時にＭさん本人が引き当て

てその方の名前を読み上げるやり方、ちなみにお支払はライブ後に現金一括払

いとなる。 

自分もエントリーしてみてドキドキしていましたが、残念ながら当たらずで

した。 

ちなみに後程公開された情報だと、数十人位の方がエントリーしていたようで

凄い話だなと思いました！ 
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日時：平成 27年 10月 25日（日） 

場所：とちぎ福祉プラザ 2階 201会議室 

交流会・エンカウンターゲーム：Ｓ  

 

参加者：ＦＫ、Ｓ、Ｅ、Ｔ、古川、Ｆ  計 ６名（敬称略） 

１．近況報告（スポーツの秋 いつかしてみたいスポーツは？） 

ＦＫ：10月 12日に女性のつどいに参加しました。 

関東ブロック大会の時に、つどいの代表の方に日時を教えて頂きました。前から参

加してみたいと思っていましたが、問い合わせをする事が出来ないままだったのでお

会いできて良かったです。 

場所はＳのＴ言友会館で、参加者 11名でした。Ｔ言友会の会員の方、会員ではな

いけれどサークル活動に参加している方、ネットで知った方など私と同じく初参加の

方が多かったようです。 

自己紹介の後、昼食を摂りながらのお話しも楽しかったです。沢山の方のお話しをお

聞きする事が出来て良かったです。次の女性のつどいは半年後のようで、また参加し

たいです。 

いつかしてみたいスポーツは水泳です。健康にも良いし、全く泳げないのでいつかは

泳げるようになりたいです。 

 

Ｅ ：Ｕ市から来ました。現在、仕事場は従業員が少なく、お客様がたくさん入る日もある

ので、仕事が忙しい状態です。 

スポーツはゴルフをしているので、自分の好きなゴルフ場で良い成績が出せたら良い

かなと思います。 

 

Ｔ：Ｈ町のＴです。 

母屋の隣に、工務店をしている友人からカラオケハウスの中古を買い、物置代わ

りに使っています。いろいろなものが入っているので、断捨離をしようと思い不

要なものを地域の焼却センターに運んでいますが、一向に減りません。１カ月位

のサイクルで考えています。終わると農業用倉庫にもあります。 

Z 腺の PSA という血液検査で、去年より数値が少し上がり許容範囲を少し超え

たので、２泊３日の検査入院をしました。この癌は欧米人に多いですが、最近は

日本人にも増えているそうです。結果は１１月９日に出ます。 

You tube で STE の落語を聞いていましたら、TI の講談も聞いてみ 

たくなりました。昔、I が開いていた KE 大学（素人相手の勉強会）に２回くらい

行ったことがありました。初期の頃のヒット作に面白いのがあり、来月来られる
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G さんにお話しさせて頂こうかと思いました。 

いつかしてみたいスポーツはスキューバダイビングです。外国もいいですが、安

心できる O あたりでいいです。 

 

古川：栃木市の古川元一です。 

10 月 1 日付けで勤務先の社名が変わりました。国内向け空調の設計、開発、生産を

していましたが、これからは外国企業の資本が加わり、本格的に海外向けの空調事業

を展開していきます。 

すぐには業務内容は変わらないと思いますが、海外向けの開発が始まりましたら、

若い方への支援をさらに強めていきたいです。 

10 月 9 日～12 日の日程で E 県 M 市の K ワークショップに行ってきました。途中、

Sさんとお会いして楽しい会話を楽しみ、M市ではAさん、Kさんと話す機会もあり、

嬉しかったことは久しぶりに E 言友会の O さんとお会いできた事です。詳細は別紙報

告とさせていただきます。 

10 月 18 日(日)は勤務先の運動会に参加してきました。関連会社を含めて 4 つのグ

ループに分け、団体競技を対象に点数性で順位を決めます。レクレーションを目的と

していますので、とても和やかな雰囲気で進みます。自分は綱引きと玉入れに参加。

大会事務局から、全競技が終わるまではアルコールを控えてくださいとの指導があり

ましたので、綱引きが終わってから各団に準備してあるジュースをもらいに行ったと

ころ、玉入れに参加するのであればビールの方がよいのではと言われ一本だけと思い

飲んでいましたら、周囲の人がお変わりを持ってきてくれ、結局玉入れの種目が始ま

るまでに 3 本も飲んでしまいました。 

結果はそれなりで楽しい運動会を満喫してきました。さらに帰りには準備された飲

み物がたくさん余りましたので、掃除に参加した皆さんで持ち帰り、私もビールや日

本酒をお土産に頂いてきました。 

秋にしてみたいスポーツは G です。学生時代、G が教科に含まれておりその時期が

冬場で足が痛く良い思い出がなかったので、気候のよい時期に G に挑戦してみたいで

す。得意技は I 投げです。体が細身なのでこちらから技をかけると何時も返されてし

まいますので、相手が自分の体を押してきた時にその力を借りて I 投げが良く決まっ

ておりました。 

 

Ｆ：職場の方と、ランチバイキングに行って来ました。 

Ｏ市の「Ⅰの里」という店で、Ｔ県の特産物のいちごを使ったケーキ等が売られてい

て、敷地内にレストランがあります。洋食の中心のバイキングです。50 種類以上あっ

て、ケーキもミニサイズのため 10 個位すぐに食べられ 90 分の時間制限がなければも
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っと食べられそうでした。満席で人気の高さを感じました。 

それと、隣の家の方が亡くなり、お通夜に行きました。その人とは世間話をしたり、

美味しいお菓子を頂いた事もあり、訃報をすぐ受け入れられませんでした。亡くなっ

た方の思い出話をする事が供養になるので忘れないでいたいです。人間ドックの内科

の再検査があり、ＳＤ異常で血液検査をしたら、数値が元に戻っていました。 

したいスポーツはＲです。Ｂを受け取り、Ｚで走り、次のＳ者に頼んだと渡す一体感

が良いです。 

 

Ｓ：Ｏ市から来ましたＳです。 

日々の生活で、なるべく効率よく動けるよう心がけていますが、私はうっかりミス

が多く、なかなか思い通りにはいきません。 

今日は午前中に家事を済ませ、Ｕへ行く途中に、大学のパソコンで交流会の資料を

印刷し、さらに郵便局で用事を済ませるつもりでした。午前中の予定を順調に消化、

時間に余裕を持って家を出ました。財布と郵便物も持ったし、交流会で使うパソコン

と備品も準備バッチリ。ここまでは完璧、順調過ぎて怖いくらいです。 

しかし、順調な時ほど落とし穴があるものです。大学の近くまで来た時に思い出し

ました。今日は大学の設備点検のため全学停電だということを。当然、大学のパソコ

ンは使えません。どうしよう…。幸い、職場が近くだったので、職場のパソコンをお

借りして印刷できました。郵便局に寄る時間はなくなってしまいましたが、何とか交

流会に間に合い、ほっとしました。 

挑戦してみたいスポーツはＫＲです。冬季オリンピックのテレビ中継で日本チーム

の活躍を見て、やってみたくなりました。Ｓを狙った所に投げることや、Ｋをブラシ

でうまくこするには、見ている以上に体力が必要だと、テレビの解説で言っていまし

た。素人がいきなり挑戦するのは難しそうですが、機会があったら練習してみたいで

す。 

 

２．交流会 口、顔面のストレッチ体操           担当：Ｓ 

この体操で吃音自体が軽減するわけではありません。しかし普段はあまり意識しない口や

顔の動きに注意を向けることで、吃音が出た時に、自分の口や舌がどうなっているか気付き 

やすくなるのではないかと思います。 

 

古川：Ｓさんが担当してくださり美顔のための取り組みで、目を大きく開いたり口も大きく

開けたり、また頬を膨らましたり凹ましたりたくさんの顔の動きをして、声は出して

おりませんが、何だか切れの良い話が出来る感じになり体がすっきりしたようです。

さらに顔周辺を動かしておりましたので、頭脳にも良い刺激があった様で頭の回転も
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切れが良くなった思いです。このような動きは脳梗塞などで神経が麻痺をしてリハビ

リとしても臨床されているようで、医療の実習にかかわった感じです。 

 

ＦＫ：交流会ではＳさんから口、顔面ストレッチを教えて頂きました。口を大きく開いたり、

つぼめたり、膨らませたり、口周りの筋肉を鍛えると口の動きが柔らかくなり、そし

て美顔効果と一石二鳥の良さがいいです。 

舌の訓練では、舌を出す、唇の上下、左右に舌を動かしました。発声練習「ぱ」「た」

「か」は今まで意識していなかった舌の動きがよく分かりました。 

 

Ｔ：Ｓさんより、病院でやられている発声法について教えて頂きました。 

吃音者は声そのものは異常はないといわれていますが、正しい口形や舌の動かし方は

知っておいた方がよいなと思いました。 

 

３．エンカウンターゲーム 歌「Ｂのお日さま」の紹介   担当：Ｓ 

 ＨＢＨＢというバンドの歌です。吃音についての内容と思われます。 

 

４．感  想 

Ｅ ：交流会で顔面ストレッチを教えてもらい、エンカウンターゲームは「Ｂのお日さま」

で、このような唄があることを教えてもらいました。 

いろいろな情報を手に入れられて良かったです。 

 

Ｆ：顔面のストレッチをしました。（顔が太って）美顔セラピーという本で少しやっていたこ

とはありましたが、今日はＳさんのご指導のもと行いました。 

舌を長く出したり、舌を上唇につけ、次に下に出す動作を交互にしたり、「ぱぱぱぱ」

と 10 回以上言ったりなどして、頬がたるんだりしたものがひきしまると思います。仕

事中 1 時間以上話さない事もあるので、口の周りの筋肉を使っていないと思いました。

また病気のリハビリにもこの口・顔面ストレッチをすることは凄く興味深いです。 

「Ｂのお日さま」の紹介は実直な詞で言葉は出づらいが音楽が支えになっているという

内容で感情の赴くままに生きる事も大事だと思いました。 

最初の方聴いて、作詞者は吃音者？と思いました。 

 

古川：交流会を進行してくださったＳさん、何時も存在感がある方ですが今日はお仕事をし

ておられるような雰囲気でとても頼もしく感じました。 

ゲームの「Ｂのお日さま」をＳさんが持参して頂いたパソコンとスピーカーで２回

聴かせていただいて、吃音の感じをよく表現した歌でわれわれ吃音者には訴えるもの
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があり、また吃音ではない皆さんにも吃音者の実態を聞いていただける内容でとても

よい時間だったと思います。 

来月は日光市の「風のひびき」で交流会を開催し、終了後 18 時より忘年会も開催

します。参加される皆さんとゆっくりお話をさせていただきたいと思います。本日も

ＳからＦさんが参加して下さりありがとうございます。今月の交流会も担当をしてく

ださったＳさん始め、皆さん盛り上げていただき充実した時間を過ごせたことに感謝

をします。 

 

Ｓ：食べるリハビリの際にも準備体操として口のストレッチは使われています。 

   ちょっとした空き時間にでもどうぞお試しください。「Ｂのお日さま」は賛否色々な意

見が出るかもしれないと思っていましたが、肯定的な意見が多くて嬉しかったです。

CD も出ていますのでどうぞお求めください。インターネットの you tube にも動 

画があります。 

 

Ｔ：Ｓさんが提供された、エンカウンターゲームで流された ＢＨ ＢＨの「Ｂのお日さま」

という曲、吃音者の心情をよく表していて、小中学校あたりの音楽の課題曲にしてほし

いと思いました。一般人（正音者）の人に是非聞いてほしいと思いました。  

 

ＦＫ：今日はありがとうございました。交流会の準備をして下さったＢさん、ありがとうご

ざいました。普段、口の形に意識を集中して言葉がついてこなかったりするので、口

腔ストレッチで顔、口周りの筋肉をほぐして表情を柔らかくしたいです。 

エンカウンターゲーム「Ｂのお日さま」初めて聴きましたが、優しいメロディと歌詞

に胸を打たれました。友達と喧嘩をした後、このままの気持ちだった事を思い出しま

した。「Ｂのお日さま」をユーチューブで聞いてみます。とても良い歌を教えて頂き

ありがとうございました。 
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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 

 

御寄付２０００円をＳＳさんより頂きました。ありがとうございました。            

 １２月２７日(第 4日曜日・201会議室)  １月２４日(第 4日曜日・201会議室) 
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次回交流会のお知らせ  

日時・開催場所：11月 22日（日）日光市交流促進センター「風のひびき」会議室               

14時 00分～16時 30分 栃木言友会交流会 

〒321-1421 日光市所野 2854  TEL0288-54-1013 

    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 「あなたが自動販売機で買うものは？」 

交流会：「あなたの姓の紹介と名づけ親（由来）を話してください」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 

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

